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セキュリティの死角を取り除く

さらに複雑化する環境で、データ、デバイス、およびユーザーを
保護するために、2020 年に世界が直面するセキュリティの課題とは。
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セキュリティの現状を理解することが、
最善の対策につながる
Joe Levy、ソフォス最高技術責任者
「サイバーセキュリティ」という用語は、いくつもの専門領域にわたるさまざまな保護の手段を
包含しています。つまり、セキュリティにはさまざまな側面があります。ソフォスのミッション
は、セキュリティを専門とするベンダーとして、脅威を効果的に防止するための新しいツールを
開発することだけではありません。2020 年以降、セキュリティに関連していく広範な分野につ
いて解き明かすことも重要な課題です。
今、そして、これからのセキュリティ環境を理解しなければならないのは、ソフォス自身のため
であり、そしてソフォスがサービスを提供するお客様のためです。理解を深めることで、優れた
意思決定が可能になります。セキュリティへのこのようなアプローチが、最終的に、ユーザー
と、ユーザーが使用している情報システムを保護するという目標の達成を可能にします。
サイバー犯罪者は、毎年、セキュリティ業界の研究者やベンダーが開発した最高の保護機能に対
抗する手法を考案してきます。そのため、防御側は、新たな攻撃対象領域に対応するために開発
および提供される新しい機能を常に使用し、これらの防御システムの運用をさらにグローバルに
連携させながら、システムとプロセスを保護しなければなりません。
しかし、脅威を把握して理解していなければ、脅威から守ることはできません。複雑な攻撃シナ
リオを視覚化することは容易ではありません。特に、攻撃側と防御側のいたちごっこが、将来の
脅威に影響を与え、問題を複雑にしています。2020 年版のソフォス脅威レポートでは、現在ソ
フォスが監視し防御しているさまざまなセキュリティ分野と、攻撃が新たな領域へ広がっている
状況について説明します。
ソフォスは、サイバーセキュリティを専門とするベンダーとして、セキュリティソリューション
の運用、調査、開発、管理、サポート、戦略立案などを担っており、常に、サイバー攻撃の特性
や性質を深く理解する機会が与えられています。サイバー攻撃を理解するためには正確な情報が
求められ、できるだけ多くの幅広いユーザーが利用できる方法で情報を伝えるためには、簡明さ
が求められます。最高のセキュリティソリューションであれば、保護と教育、防御と通知のすべ
てを備えています。
ソフォスの脅威レポートが皆様にとって有益であり、ユーザーやシステムの保護に携わるあらゆ
る方にとって役立つことを願っています。
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ランサムウェア攻撃のリスクが高まる
ランサムウェアの影響を受ける被害者の数は年々増加していますが、この攻撃には、アキレス腱
があります。暗号化は、ホストマシンの CPU の処理能力を必要とする時間のかかるプロセスで
あることです。十分に強力な暗号化アルゴリズムを使用し、ハードドライブ全体のデータを安全
に暗号化するには時間がかかります。ランサムウェアでは暗号化の処理が必要となるため、その
処理を最適化し、最新のセキュリティツールによる検出を回避すること腐心しています。
検出の回避に優先的に取り組んでおり、ランサムウェアを展開している多くの攻撃者は、ネット
ワークおよびエンドポイントセキュリティ製品が悪意のあるアクティビティを検出またはブロッ
クする方法について深く理解しようとしています。ランサムウェア攻撃は、通常、セキュリティ
機能を妨害することから着手しますが、成功の度合はランサムウェアによって異なります。
攻撃者はまた、システムに侵入し、被害者に要求する身代金に見合うだけの大量のデータを復旧
できなくすると、身代金を獲得できる可能性が高くなることにも気付きました。
ユーザーにとって重要な文書を人質に取るという、ランサムウェアの目的は変わっていません。
その目的や動作を変更するよりも、マルウェアの外見を変更する方が (つまりコードを難読化
する)、はるかに簡単です。現在のランサムウェアが成功するかどうかは、難読化に依存してい
ます。
さらに、ランサムウェアは、個人向けにコンパイルされたり、一意のパスワードで保護された
り、特定の時間帯で実行されたりする場合があります。これは、サンドボックスによる自動分析
と、検体の目的を明らかにしようとするセキュリティ研究者による手動のリバースエンジニアリ
ングの両方をさらに妨げることになります。
しかし、ランサムウェアには、最新のセキュリティソフトウェアであれば、アプリケーションに
悪意のある動作を行うかどうかを判断できる別の挙動や特性があります。文書を連続して暗号化
するといった、変更することが難しい攻撃特性もあります。ただし、変更または追加できる特性
もあります。これは、ランサムウェアがその対策機能を混乱させるのに役立っています。これら
は、ソフォスがこれまで確認してきたランサムウェアの動作の傾向の一部に過ぎません。

管理ツールの悪用
Kaseya、ScreenConnect、Bomgar などのリモート監視および管理 (RMM) ソリューションの
認証情報を盗み出したり、その脆弱性を攻撃したりして、これらのソリューションを攻撃に悪用
する状況が確認されています。これらの RMM ソリューションは、通常、顧客の IT インフラス
トラクチャやエンドユーザーのシステムをリモートから管理しているマネージドサービスプロバ
イダー (MSP) によって使用されます。RMM ソリューションは、通常、高い権限で実行されて
いるため、そのセキュリティが侵害されると、リモートの攻撃者はあらゆる操作が可能になり、
データが人質に取られる事態を招くことになります。RMM にアクセスされてしまうと、リモー
トからネットワークに簡単にランサムウェアを拡散することも可能となり、複数の MSP の顧客
が一度に攻撃される恐れもあります。
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図 1：MegaCortex ランサムウェアのキルチェーンでは、WMI などの正規のシステム管理アプリが使用され、
システムアップデートを装ってマルウェアが配信されます。

集中管理ツールでは多要素認証 (MFA) を有効にし、エンドポイントプロテクションソフトウェ
アで改ざん防止機能を有効にしておくことが重要です。攻撃者は、最重要のセキュリティポータ
ルにログオンし、ネットワーク全体のプロテクションを無効にする場合もあります。

管理アカウントまたは管理ツールでは多要素認証を使用し、犯罪者によって乗っ取られて悪用さ
れないようにします。

コードを「信頼できるように」偽装し、
権限も昇格させる攻撃者
ユーザーアカウント (つまり、ユーザーが実行するアプリケーション) の権限を制限すること
は良いセキュリティ習慣ですが、現在の脅威環境ではあまり役立ちません。ログインしたユー
ザーの権限と許可が標準的なものであっても、現在のランサムウェアはユーザーアカウント制御
(UAC) を回避したり、CVE-2018-8453 のような脆弱性を悪用したりして権限を昇格します。
また、対話方式でネットワークが攻撃される場合もあります。管理者の認証情報を取得し、特権
ドメインアカウントを使用して、十分なファイルアクセス権限を取得し、ランサムウェアが確実
にファイルを暗号化できるようにようにし、攻撃を最大限に成功させます。
攻撃者は、Authenticode 証明書を使用してランサムウェアにデジタルコードを署名し、できる
限り検出されないようにしています。ランサムウェアにデジタルコードが適切に署名されている
と、マルウェア対策またはランサムウェア対策ツールは、署名が検証されていない他の実行可能
ファイルを比較して、厳密にコードを分析しない場合があります。エンドポイントプロテクショ
ンソフトウェアは、悪意のあるコードを信頼してしまう場合もあります。

セキュリティ業界の最高レベルのツールも回避する
環境寄生型攻撃 (Living off the Land)
ランサムウェアを組織の別のエンドポイントとサーバーに自動的に配信するために、攻撃者は
Microsoft Sysinternals の PsExec のような信頼できるデュアルユースのユーティリティを悪用
します。攻撃者は、標的とするすべてのマシンをリストし、それらを PsExec、特権ドメインア
カウント、およびランサムウェアと一緒に組み込むスクリプトを作成します。このスクリプト
は、会社の別のユーザーのマシンに順番にランサムウェアをコピーして実行します。標的のマシ
ンの数によって変わりますが、攻撃が完了するまでに 1 時間もかかりません。IT スタッフが就
寝している深夜に、通常、これらの攻撃は実行されるため、ユーザーが攻撃を受けたことに気が
付いたときには、時すでに遅しとなっている場合があります。
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ランサムウェアの進化
Sypeng
初の Android ランサムウェア
AIDS トロイの木馬
2 万枚のフロッピー
ディスクが投函され
拡散された

Reveton
初のスクリーンロッカー
型のランサムウェア
(別名：ポリスランサムウェア)

GPCode
身代金の支払いに
仮想通貨を使用

Koler
初の「ワーム型ランサムウェア」
CTB-Locker
C2 と通信する
初のランサムウェア

CryptoLocker
セキュリティが侵害された Web
サイトと電子メールを使用して
拡散した初のランサムウェア、
支払にビットコインを使用

Ransomware32
Windows、Linux および
Mac を暗号化する初の
JavaScript ランサムウェア

SamSam、Ryuk、BitPaymer、
LockerGoga、Matrix、
MegaCortex、Dharma...
大規模な標的を攻撃する
ランサムウェアが一般的に

LowLevel04
手動で攻撃が実行された
初のランサムウェア

WannaCry
初のグローバル
ランサムウェア

Tox
初の「サービスとしての

NotPetya
特定の国家を標的とした

ランサムウェア」キット

初のランサムウェア

GrandCrab、REvil
IT サービス
プロバイダーを
標的とした
初のランサムウェア

図 2：ランサムウェアには、マルウェアとして進化してきた 30 年以上の歴史がある。

PsExec に代わる攻撃方法として、グループポリシーオブジェクト (GPO) からログオンおよび
ログオフスクリプトを利用したり、Windows Management Interface (WMI) を悪用してネッ
トワーク内にランサムウェアを大量に拡散したりする攻撃者も存在します。
ランサムウェアの中には、Windows PowerShell を悪用してインターネットから、数日後にラン
サムウェアを自動的に開始するように設定されている PowerShell スクリプトを取り出すものも
あります。これにより、神出鬼没の攻撃が実行されるようになります。このシナリオでは、実際
のファイル暗号化自体は、信頼される Windows の POWERSHELL.EXE プロセスによって実行
され、エンドポイントプロテクションソフトウェアには、信頼されるアプリケーションがドキュ
メントを変更していると思わせます。同じ目的を達成するために、ランサムウェアは SVCHOST.
EXE などの信頼される実行中のプロセスに悪意のあるコードを挿入するか、Windows の
RUNDLL32.EXE アプリケーションを使用して信頼されるプロセスからドキュメントを暗号化す
る場合もあります。この手法は、デフォルトの Windows アプリケーションによる暗号化を監視
しない、または無視するように設定されている一部のランサムウェア対策ソリューションでは防
ぐことができない場合があります。
ランサムウェアは、攻撃を受けたユーザーとエンドポイントプロテクションソフトウェアの両方
から隠蔽するために、NTFS の代替データストリーム (ADS) から実行される場合もあります。
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効率性を高め、暗号化するファイルの優先順位を設定し、
有利な立場を築くランサムウェアの攻撃者
攻撃を受けたユーザーが身代金を確実に支払うようにするために、ランサムウェアは可能な限り
多くの文書を暗号化し、エンドポイントを危険にさらしたり、意図的に使用できなくする場合も
あります。これらのドキュメントは、ローカルにあるハードディスクやリムーバブルドライブ、
およびマッピングされるリモート共有ドライブに保存されている場合があります。ランサムウェ
アは、エンドポイントプロテクションソフトウェアに存在を把握されたり、ユーザーに気づかれ
たりする前に、特定のドライブや、特定のサイズの文書を優先して暗号化し、攻撃を確実に成功
させようとする場合もあります。たとえば、ランサムウェアは、複数のスレッドを介して複数の
文書を同時に暗号化したり、小さなドキュメントを優先して暗号化したり、マッピングされてい
るリモート共有ドライブ上の文書を最初に攻撃したりするようにプログラムされている場合があ
ります。
WannaCry

GrandCrab

SamSam

Dharma

BitPaymer

Ryuk

LockerGoga

MegaCortex

RobbinHood

Sodinokibi

種別

ワーム

RaaS

標的型

標的型

標的型

標的型

標的型

標的型

標的型

RaaS

コード署名

-

-

-

-

-

-

○

○

-

-

権限昇格

エクスプロイト 認証情報

認証情報

認証情報

エクスプロイト 認証情報

認証情報

認証情報

認証情報

エクスプロイト

共有ドライブを
最初に暗号化

-

-

-

○

○

-

-

-

-

マルチスレッド

-

-

-

○

-

○

-

-

-

○

ファイル暗号化

コピー、インプレース インプレース

コピー

コピー

インプレース

インプレース

インプレース

インプレース

コピー

インプレース

名前変更

攻撃後

攻撃後

攻撃後

攻撃後

攻撃後

攻撃後

攻撃前

攻撃前

攻撃後

攻撃後

キーブロブ

ヘッダー

ファイルの末尾 ヘッダー

ファイルの末尾 身代金メモ

ファイルの末尾 ファイルの末尾 別ファイル

新規

ファイルの末尾

壁紙

○

○

-

-

-

-

-

-

○

Vssadmin

攻撃後

攻撃後

攻撃前

攻撃前、攻撃後 攻撃前

攻撃後

-

攻撃後

攻撃前

攻撃前

BCDEdit

攻撃後

-

-

-

-

-

-

-

攻撃前

攻撃後

暗号

-

-

-

-

-

-

攻撃後

攻撃後

-

-

0 割り当て

-

-

-

○

-

-

-

-

-

-

ライトスルー

-

-

○

-

-

-

-

-

○

-

-

-

○

-

○

-

-

バッファーのフラッシュ ○
プロキシによる
暗号化

-

-

-

図 3：最も危険な 10 種のランサムウェア系統の行動特性とパターンの比較
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モバイルマルウェアのトレンド：
汚い手口で金儲け
この 1 年で、サイバー犯罪者がスマートフォンユーザーを標的とする攻撃の手法が多様化し、大
きく変わりました。私たちの多くが持ち歩くポケットに収まるこのパワフルなコンピューターに
は、日常生活で利用している多くの個人情報や機密情報が含まれています。しかし、これらの情
報を盗まなくとも、攻撃者は金銭を得ることができる場合があります。
私たちは、SMS のテキストメッセージやスマートフォンの「認証」アプリに関連付けられた 2
要素認証を使用し、スマートフォンを使用して、最も機密性の高いアカウントを保護するように
なっています。過去 1 年間で多くの「SIM ハイジャック」攻撃が発生しました。ソーシャルエ
ンジニアリングを使用して、ユーザーとスマートフォンプロバイダーの脆弱なリンクを標的とす
る攻撃者の存在が明らかになりました。この攻撃では、裕福なユーザーから仮想通貨や現金の両
方が大量に盗まれたインシデントも発生し、メディアでも大きく取り上げられました。
しかし、とりわけ Android プラットフォームにおける最大の懸念は、悪意のあるソフトウェア
です。この問題に対処するために、ソフトウェアマーケットの最大手である Apple と Google
は、悪意のある方法でこれまで使用されたことのあるコードが含まれていないか、アプリをス
キャンします。これらのアプリストアが問題を検出すると、たとえば Google Play ストアのアプ
リ採用プロセスに組み込まれている自動防御機能によって、そのアプリは精査されます。犯罪を
目的としている一部のアプリメーカーは、Google (またはセキュリティ研究者) によるアプリの
精査から本当の目的を隠蔽するための独創的な方法を考案しています。悪意のある方法で、精査
を避けて脆弱なユーザーを攻撃するようにアプリを調整する方法が見つかっています。
Android スマートフォンのエコシステムは分断化されており、多数のデバイスメーカーが
Android デバイスの安全性を維持するために必要な Android オペレーティングシステムの更新
プログラムを頻繁に提供していないことから、Android スマートフォンとタブレットはさまざま
な攻撃を受けやすくなっています。

詐欺師が掠め取る広告報奨金
広告を表示することで、正規のアプリ開発者は収入を得ることが可能となり、消費者には便利で
楽しいアプリが提供されるようになります。広告自体には問題はないのですが、この 1 年間で
SophosLabs の研究者は、事実上、他のあらゆるものを犠牲にして、広告収入だけを最大化する
ことを目的とした Android アプリを数多く発見しました。
これを達成するために、これらの悪意のある開発者は詐欺的な手法を採用しています。あるアプ
リを選び、元々含まれていない広告用ライブラリを取り込んで、そのアプリを公開するケースが
あります。広告用のライブラリが追加されているだけで内容はほぼ元のアプリと同じです。これ
らのアプリには明らかに悪意のあるコードは含まれていないため、Google Play ストアに最初に
アップロードされるときには、自動スキャン機能では良性であると報告され、ユーザーによるダ
ウンロードが許可されます。
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図 4：偽の広告クリックが Apple デバイスから発生したことを広告主に報告する Android アプリのユーザーエージェント文字列

別の開発者は、表向きの機能の他に、広告コンテンツの「クリック」を偽造する特別な命令を使
用して、アプリのユーザーが表示される広告に関心があることを広告主に伝える機能を追加した
独自のアプリを作成しています。ユーザーが実際に広告をタップすると、広告ネットワークは、
ユーザーに広告を表示したアプリの開発者に奨励金を支払います。偽のクリックによって、広告
アフィリエイトは奨励金を繰り返し支払うことになります。
これらの不正なアプリの一部は、偽装したユーザーエージェント文字列を広告主に報告し、1 台
のデバイスの 1 つの Android アプリからの発生している不自然な複数のクリックが、実際には
iPhone などのさまざまなデバイスの異なる数十のアプリから発生しているように見せかけてい
ました。
このような詐欺は、広告主に多大な損害を与えるだけではありません。このような広告詐欺に使
用されるアプリがスマートフォンにあると、スリープモードになっている場合でも、大量のデー
タを消費します。これにより、バッテリー寿命が短くなったり、データ使用量が高額になった
り、パフォーマンスが低下したりするなどの、不利益を被る場合があります。

数百ドルを請求するフリースウェア
今年、SophosLabs は新しいビジネスモデルを採用したアプリを悪用するグループも発見し、
このビジネスモデルをフリースウェアと命名しました。このアプリがフリースウェアと命名さ
れたのは、非常に多額の金銭をユーザーから奪いとるためだけに存在しているためです (フリー
スは金銭を奪うという意味)。これらのアプリ自体には、従来型の悪意のある挙動は見られませ
ん。金銭を失いたいという人はいないので、決して「潜在的に迷惑」というわけでもありません
ので、ソフォスはフリースウェアを「潜在的に迷惑なアプリケーション (PUA)」とは考えていま
せん。
フリースウェアアプリの開発者は、Android の Google Play のエコシステムで利用可能なアプ
リ内課金のビジネスモデルを悪用します。ユーザーは短い試用期間中は、無料でアプリをダウン
ロードして使用できますが、試用期間を開始するときに、開発者に支払い情報を提供する必要が
あります。ユーザーは試用期間期限が切れる前にキャンセルしないと、このアプリの開発者は、
写真フィルターやバーコードスキャナーのような単純な機能のアプリに対して、ユーザーに 100
ドル以上を請求します。
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図 5：ソフォスが Google に報告したフリースウェアアプリの 1 つは、72 時間の「無料トライアル」期間が経過したあとに、
ユーザーに月額 215 ユーロを請求していた。

もちろん、多くのユーザーはアプリをアンインストールすれば試用期間内に利用を終了したこと
になると考えますが、フリースウェアの開発者はユーザーにアンインストールではなく、登録を
解除するよう要求しています。これらのフリースウェアアプリをダウンロードしてインストール
したユーザーが、試用期間が終了しても、アプリケーションをアンインストールせず、さらに、
アプリの使用を継続しないことを開発者に通知していないと、アプリ開発者はユーザーに課金し
ます。ショートビデオをアニメーション GIF に変換するなど、シンプルな機能しかないアプリに
も、月額 200 ドル以上のサブスクリプション費用が毎月請求される場合もあります。

銀行の認証情報を盗み出し、Google Play ストアの
セキュリティコントロールを回避するマルウェア
金融機関の認証情報を盗むように設計されたアプリは、長い間 Android ユーザーを悩ませてきま
した。金融機関を狙うマルウェアとその侵入を防止しようとする Google Play ストア側とのいたち
ごっこが続いており、Google にとって脅威になっています。金融機関を狙う Android マルウェア
は、悪意のあるコードを自動的に検出する機能を回避するべく、時間とともに進化してきました。
2019 年に Google Play ストアで検出された金融機関を狙うマルウェアは、ダウンローダーが中
心でした。Google Play ストアのこれらのアプリは、金融関連のアプリのように見せかけていま
すが、バックグラウンドでは第 2 段階の攻撃を実行するペイロードをダウンロードします。ユー
ザーがデバイスにアプリをダウンロードしてインストールするまで、悪意のあるコードはファイ
ルとして存在しておらず、Google のセキュリティスキャンサービスがこれらの脅威を検出して
防止することが非常に困難となっています。
金融機関を狙うマルウェアは、また、アクセシビリティの権限 (障がいのあるユーザーを支援す
るための機能) など、Android のさまざまな権限を悪用し始めています。悪意のあるアプリはこ
の権限を使用して、ペイロードをインストールする権限を自身に付与し、ユーザーが正規の銀行
関連のアプリケーションにログインしたときに、仮想キーボードのキーストロークなどの操作を
監視します。
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Google Play の
Anubis ドロッパー
ダウンロード

トロイの木馬 Anubis

Jar ファイルをドロップ

アクセシビリティサービスを取得
Google Play プロテクトのように偽装

銀行を標的に攻撃

図 6：Anubis と呼ばれる金融機関を狙う Android マルウェアが、Google Play ストアで悪意のあるコードを検出する
Google の機能を回避する方法を示す攻撃フローの例

銀行を狙うトロイの木馬 Anubis は、最新の難読化について知ることができる優れたケーススタ
ディとなっています。たとえば、マルウェアは本来の目的を隠蔽するだけでなく、従来のように
C2 サーバーに直接接続せず、Twitter や Telegram で特定のソーシャルメディアのアカウント
をチェックするなど、オペレーターとの通信に「アウトオブバンド」の方法を使用します。ソー
シャルメディアの投稿は、中国語の文字列のように表示されますが、実際には狡猾な狙いが潜ん
でいます。

図 7：銀行を狙うトロイの木馬 Anubis によって監視される Telegram アカウント
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このようなメッセージは、中国語（簡体字）の文字をラテンアルファベットに交換する換字式
暗号などを使用する複雑なエンコードスキームを隠蔽しており、出力時にさらにデコードを行い
ます。

図 8：Anubis が中国語グリフの文字列を C2 サーバーの URL に変換する方法

Google 側も努力しており、Android オペレーティングシステムの新しいバージョンではセキュ
リティ機能が改善されていますが、Google のゲートキーパーと詐欺師とのいたちごっこは今な
お続いています。すべての Android ユーザーが定期的にアップデートを取得しているわけでは
なく、さまざまな Android OS が存在していることから、一部のユーザーはマルウェアから保護
されなくなっています。
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自身を隠すアドウェア

図 9：Hiddad アプリは、ユーザーが最初に起動した後に、そのアイコンを非表示にする

Hiddad はマルウェアファミリであり、その主な目的は広告によって収益を上げることです。
デバイス上で自身を検出されにくくすることで、長期間活動します。このマルウェアは、アン
インストールされないように自身を隠します。デバイス上に長く存在できるほど、作成者は多く
の広告収入を得ることができます。
このマルウェアは、アプリのトレイやランチャーにアイコンを表示せず、多くの場合、アプリを
実際にはアンインストールしないショートカットを作成するなど、いくつかの偽装手段を追加し
ています。Hiddad マルウェアは、スマートフォンの設定に無害な名前と、一般的なアイコンを
付けることもあります。
Hiddad マルウェアは、通常、QR コードリーダーや画像編集アプリなどの正規のアプリの形式
になっています。Hiddad の作成者は、多くのデバイスに迅速に感染して、アプリの作成者が広
告収入を迅速に増大できるように、多くの場合、パブリックアプリストアでアプリを公開して利
用できるようにします。一部の Hiddad アプリは、ユーザーに高い評価を付けるように何度も求
めたり、別の Hiddad アプリをインストールしたりして、非常に短時間で人気を高め、インス
トール数を劇的に増やします。
過去 1 年間に、Hiddad マルウェアが組み込まれた多くのアプリが見つかっています。2019 年
9 月だけでも、少なくとも 57 個の Hiddad アプリが Google Play で見つかっており、合計イン
ストール回数は約 1500 万に達しています。SophosLabs は、数週間ごとにこのような新しい
アプリのセットを検出しています。これらのアプリの多くは、Google Play ストアに掲載されて
から数週間のうちに 100 万回以上もダウンロードされています。Hiddad は、低リスクの収益
メカニズムによって作成者に一定の収入をもたらしており、来年注意して監視するべき脅威の 1
つです。

2019年12月

13

Sophos 2020 年版脅威レポート

「インターネットバックグラウンド
ノイズ」を無視することのリスクの
高まり
インターネットの商用化から 30 年が経過し、ネットワークを流れるノイズの量と危険性の両方
は着実に増加しています。正規の目的のためのポートスキャンとネットワークプローブは、ワー
ムや悪意のある自動攻撃から生成される敵対的なトラフィックの影響を大きく受けるようになっ
ています。
この「インターネットバックグラウンドノイズ」は、ビッグバン以来宇宙空間に拡散している宇
宙背景放射に類似しており、インターネットとつながるさまざまなサービスとデバイスに影響を
与えるセキュリティ侵害の増加にも関連しています。

ハニーポット別の RDP を使用したログイン試行

図 10：実験のため、ソフォスは世界中のデータセンターにハニーポットマシンを設置しました。
一部のユーザーは 60 万回近い総当り攻撃によるログイン試行を受けました。

SophosLabs では、過去 1 年間に、これらの攻撃が個人消費者と企業ネットワークの所有者の
両方にどのような被害をもたらすかについてのレポートを作成しました。ワームのように展開す
る BlueKeep のような新しいエクスプロイトや、漏洩した EternalBlue や DoublePulsar エク
スプロイトを使用する現在進行形の攻撃などの脅威をインターネット全体が受けており、一触即
発の危険な状況に置かれています。

狙われるリモートデスクトッププロトコル
2019 年には、ホスティングサービスとクライアントアプリケーションの両方で、リモートデス
クトッププロトコル (RDP) の悪用が増加しました。2018 年の SamSam ランサムウェア攻撃
は、RDP を狙った大規模な攻撃でしたが、それに続いて、多くの攻撃者が RDP を標的とした攻
撃を簡単に成功させるようになり、侵害の標的するネットワークに攻撃の拠点を築くようになり
ました。
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インターネット環境に接続している RDP を利用している数百万のエンドポイントは、あらゆる
規模の企業の脅威管理にとって、今もなお問題になっています。多くの攻撃者は、一般的な強度
の低いパスワードリストを使用して、インターネットに接続している RDP サービスに総当たり
攻撃を実施するだけで、攻撃を成功させることが可能です。

1 日のログイン試行数

ログイン試行数
2019 年 4 月 18 日

2019 年 4 月 23 日

2019 年 4 月 28 日

2019 年 5 月 3 日

2019 年 5 月 8 日

2019 年 5 月 13 日

2019 年 5 月 18 日

日付

図 11：ソフォスはわずか 1 か月で、ハニーポットへの RDP ログイン試行を何百万回も記録した

しかし、これらの初歩的な攻撃は問題の一部にすぎません。ソフォスは、一部の攻撃者が標的を
慎重に選択し、特定の従業員を偵察し、これらの従業員に標的型攻撃を実行し、標的の組織に侵
入するための有効な認証情報を取得しているケースも確認しています。
攻撃者は、1 台のマシンへのアクセス権限を取得すると、Mimikatz などの侵入テストツールを
使用し、ネットワーク全体にアクセスできる特権がある認証情報を探る場合があります。ドメイ
ン管理者の権限があるユーザーの認証情報を入手すると、これらの認証情報を使用し、大規模
ネットワークのドメインコントローラーサーバーの一部になっているソフトウェア管理ツール
を利用して、インターネットネットワークの大部分にマルウェアを一度に拡散する場合もあり
ます。
この手法を悪用した攻撃は、過去 1 年間にソフォスが調査した中で最も甚大な被害をもたらし
たランサムウェアインシデントの中核となっていました。ソフォスでは、あらゆる規模の企業の
ネットワークネットワーク管理者に、内部エンドポイントの RDP をインターネットに公開しな
いようにするためのあらゆる対策を講ずるように繰り返し助言しています。
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高度化し続ける自動攻撃によって狙われる
インターネット接続サービス
現在、セキュリティベンダーの主戦場となっている自動攻撃で、攻撃者が拠点を構築するために
使用しているのは RDP だけではありません。攻撃者は、攻撃の対象や手法を自ら決定する自動
攻撃と手動による操作を組み合わせてネットワークに侵入します。

図 12：PowerShell を開始して別の悪意のあるスクリプトをダウンロードして実行することを目的とした、自動スクリプトの一部

この 1 年間、さまざまなインターネット接続サービスが脅威にさらされている状況が見られま
した。攻撃者は、セキュリティの脆弱性を悪用したり、総当たり攻撃を実行したりして、データ
ベースサーバー、ホームルーター、DSL /ケーブルモデム、ネットワーク接続ストレージ (NAS)
デバイス、VoIP システム、および他のさまざまな IoT デバイスに侵入しようとしています。
現在最も一般的に見られる攻撃の 1 つは、過去に、一部のインターネット接続デバイスを標的と
していた Mirai などのボットネットのホストであったネットワークから発生しています。データ
ベースサーバーを標的とする攻撃スクリプトは常に微調整されており、時間の経過とともに、こ
れらの攻撃の量は増大し、その質も向上しています。
特に、Microsoft の SQL サーバーソフトウェアの古いバージョンをデフォルトの構成のままホ
ストしているマシンは、常に攻撃を受けています。これらのルーブ・ゴールドバーグ・マシンの
ような攻撃には、複雑なデータベースコマンドセットがいくつも使用され、攻撃に成功すると、
データベースサーバーはさまざまなマルウェアに感染します。また、感染するマルウェアの種類
も増加する傾向にあります。

Wannacry は何故完全に消滅せず、いまだにユーザーは
注意が必要なのか？
2017 年 5 月 12 日に世界を襲った Wannacry の衝撃は非常に大きなものでした。インター
ネットを混乱させ、かつてない攻撃のスピードと規模で、企業、病院、大学が感染しました。
このランサムウェアについては、政府系の諜報機関を含むいくつもの情報源が北朝鮮政府が作
成に関与したと非難しています。セキュリティ研究者がこのマルウェアのアキレス腱であるキ
ルスイッチを発見するまで、大きな破壊と混乱をもたらしました。研究者の1人である Marcus
Hutchins 氏が、Wannacry のバイナリコードに埋め込まれた Web ドメイン名を登録したとこ
ろ、偶然、このキルスイッチが有効になったのです。
Wannacry の攻撃は突然停止し、世界中のシステム管理者は、数か月前に一般にリリースされ
た Microsoft セキュリティパッチを急いでインストールせざるを得なくなりました。皮肉なこと
に、多くの管理者は、更新プログラムによって引き起こされる混乱を避けるために、十分に注意
し Windows 更新プログラムのインストールを控えていたのです。この慎重さによって、パッチ
が適用されていないシステムが感染し問題がさらに拡大することになりました。
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しかし、Wannacry のキルスイッチは、ランサムウェアの存在を終わらせたわけではありませ
ん。現実は、終焉とはほど遠いところにありました。最初の攻撃から数日が経過すると、誰か
が、無責任にも、キルスイッチドメインを迂回するように元のランサムウェアプログラムを改変
しました。しかし、変更されたこれらの Wannacry バイナリには、新しいバグも追加されてい
ました。インターネットでの急速に拡散する過程で、ランサムウェアのペイロード (すべての損
害を引き起こした元の Wannacry の一部) 自体が破損していたのです。ランサムウェアはファイ
ルを暗号化することはできませんでしたが、この脆弱性に対するパッチを適用していないマシン
に拡散する能力はそのまま残っていました。

図 13：キルスイッチサブルーチンではなく 2 つの「no-operation」コマンドがある WannaCry の実行可能ファイルのサンプル

Wannacry は今でも活動しています。実際、SophosLabs の研究者は、毎日膨大な数の感染ア
ラート (感染の失敗を含むすべてのアラート) を受け取っています。現在もソフォスは、以前は
最も不快な常駐型マルウェアであった Conficker を含む、ワームのように展開する初期のマル
ウェアファミリよりも多くの Wannacry 関連のアラートを受け取っています。
Wannacry が継続的に検出されているのは、2 年以上も前に修正されたバグのパッチが今もな
お、何百万台ものマシンに適用されていないことを示しています。この 2 年間に、はるかに危
険な多くの攻撃が登場しています。Wannacry に感染したこれらのマシンがまだ存在している場
合、これらの新しいタイプの攻撃も受けやすくなっています。すべてのエンドポイントを最新の
状態に保ち、可能な限り迅速に更新プログラムをインストールし、これらのマシンが今後大流行
するワームの被害を受けることがないようにすることの重要性を、Wannacry は警告しているの
です。
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クラウドセキュリティ：大きな
セキュリティ侵害につながる
小さな過ち
この 10 年間、クラウドは、大量のデータを保存および処理するプラットフォームとして登場し
利用されてきました。しかし、最も重要なすべての情報を仮想化されたデータストアに保存する
と、予期せぬ重大なセキュリティ侵害につながり、場合によっては、データが公開され、最大級
の損害を受ける恐れがあることも分かってきました。
ソフォスがこれまで主に取り組んできたのは、悪意のある侵入者や金銭的利益やスパイ行為を目
的とする攻撃からユーザーを保護することです。しかし、クラウドに保存されているデータを保
護するには、大きく異なるツールセットが必要です。クラウドの脅威モデルはワークステーショ
ンやサーバーの脅威モデルとは大きく異なるためです。
クラウドをコンピューティングやビジネス運用のための優れたプラットフォームにしている最大
の特長が、いくつかの大きな課題も生み出しています。また、クラウドコンピューティングプ
ラットフォームの変化が速くなるにつれて、どの設定が問題を引き起こす恐れがあるのかを正確
に知ることが、指数関数的に難しくなります。

クラウドの最大の問題はクラウドの中に
柔軟性は、クラウドコンピューティングで最も重要な特長です。簡単に、必要に応じて、リソー
スを追加したり削除したりできます。これにより、企業はクライアントや顧客のニーズに合わせ
てコンピューティング機能を簡単に拡張できます。
しかし、データセンターの運用管理者がインフラストラクチャをプロビジョニングまたは再構成
するときのこのような優れた柔軟性と利便性は、クラウドのセキュリティにとっては、手放しで
歓迎できないこともあります。管理者が一度でも誤った操作をしてしまうと、顧客のデータベー
ス全体を公開してしまう事態に陥ることもあるからです。

図 14：クラウド環境と設定を変更した場合の結果を正しく認識し続けることは、セキュリティ侵害やデータ漏洩を防止するための鍵である

さらに、クラウドコンピューティングプラットフォーム自体の変化のペースが、管理者の認識不
足につながる場合もあります。市販のリモート管理ツールは、クラウドの運営元が提供する場合
もありますが、脆弱性が潜在していることがあり、セキュリティが侵害される恐れもあります。
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そして、管理者のコンピューターが認証情報を盗むマルウェアに一度でも感染すると、管理者の
API キーやクラウドコンピューティングを管理するための認証情報が盗まれ、悪用され、この管
理者が担当するクラウドインスタンスを使用し、さらなる攻撃が実行される恐れがあります。

インシデントの大半の原因は構成ミス
ソフォスは、クラウドコンピューティングプラットフォームに関連するセキュリティインシデン
トの大部分は、構成ミスが原因であると考えています。これは通常、意図的に発生するわけでは
ありません。プラットフォーム自体が非常に複雑であり、頻繁に変更されるため構成ミスが起こ
りやすいのです。たとえば、Amazon S3 バケットの特定の設定を切り替えることの影響や結果
を理解することは困難です。

各トラフィックの色が示す情報
赤色の線は、インターネットインバウンドから 80/443 以外へのオープントラフィックを示す。
オレンジ色の線は、ポート 80 または 443 へのインバウントトラフィックを示す。
黄色の線は、80/443 以外へポートへのアウトバウンドトラフィックを示す。
青色の線は、ポート 80 または 443 へのアウトバウンドトラフィックを示す。
グレーの線は、内部トラフィックを示す。
図の凡例
インターネットゲートウェイ

EC2

VPC

リソースグループ

アベイラビリティゾーン

DB と思われる EC2

パブリックサブネット

コンテナを実行する EC2

プライベートサブネット

RDS

ルートテーブル

NAT ゲートウェイ

図 15：クラウドサービスと仮想アプライアンスの潜在的な設定ミスを特定する Sophos Cloud Optix

また、ある 1 人のクラウドコンピューティングの管理者が、構成変更を組織のコンピューティン
グバケットセット全体にすばやく適用できるため、構成を変更した結果、機密データを意図せず
に公開してしまうケースが増えているのです。
クラウドコンピューティングストレージの構成ミスに関連する大規模なデータ侵害は急速に増大
しています。このようなセキュリティ侵害は、過去 1 年間に Netflix、自動車メーカーの Ford、
TD Bank などのさまざまな企業に打撃を与えました。これらの企業や他の多くの企業が使用す
るクラウドバックアッププロバイダーは、大規模なストレージリポジトリ (「データレイク」と
も呼ばれる) を設定ミスで公開していました。
今年の初めに、あるセキュリティ研究者は、このバックアッププロバイダーに関連するいくつか
の Amazon S3 バケットを偶然発見しました。バケットには、これらの企業のメールアーカイブ
の大規模なリポジトリと、従業員の OneDrive ストレージアカウントのバックアップ全体が含ま
れていました。
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2014 年以降に保管されていたデータには、非常に機密性の高いビジネスレポート、管理者のパ
スワード、および従業員に関する人事関連文書も含まれていました。この研究者が見つける前
に、これらのバックアップが悪意のある個人や集団によってアクセスされたかどうかはわかって
いません。
ランサムウェアなどの脅威に対する対抗策の 1 つとして、企業が機密データを安全にバックアッ
プして保管することが喫緊の課題になっていることから、このようなインシデントが多く発生し
ているのです。
害がないように見える設定変更の結果を可視化し、同時に、悪意のあるまたは不審なアクティビ
ティを監視する機能は、この問題を防止するために、ソフォスが考案した即効性がある効率的な
方法です。

可視化できなければ、現状認識が困難に
残念ながら、多くのクラウドコンピューティングプラットフォームのユーザーは、自分のマシン
が何をしているかを正確に監視できていません。犯罪者はこの状況を知っており、まさにその理
由から、クラウドコンピューティングプラットフォームを攻撃しています。これらのクラウドイ
ンスタンスの所有者が、何が間違っているかをすぐに確認できなければ、犯罪者はこれらのイン
スタンスを長期間悪用できます。
このような攻撃の最も大規模な例の 1 つは、Magecart です。Magecart は、この 1 年間、攻撃
者がオンライン小売業者の「ショッピングカート」のページに認証情報やペイメントカード情報
を盗み出すためのコードを感染させていた悪意のある Javascript です。Magecart コードを拡
散する犯罪者集団は、通常、クラウドコンピューティングインスタンスの設定ミスを利用して、
ショッピングカートの Javascript コードを変更し、変更したスクリプトをクラウドコンピュー
ティングインスタンスにアップロードします。

図 16：Magecart マルウェアは、ショッピングサイトの支払ページに挿入されるスクリプトであり、
ペイメントカードの情報は「ゲート」アドレスにリダイレクトされる。
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チケットマスター、キャセイパシフィック航空、Newegg、ブリティッシュ・エアウェイズなど
のさまざまな企業のサイトに Magecart が仕組まれ、支払情報を入力した顧客のデータが盗まれ
ました。これらの企業のサイトでペイメントカードを使用した後、自分のアカウントで不正行為
があることを警告された顧客から苦情が寄せられて初めて、これらの企業は、悪意のあるコード
が仕組まれていることに気が付いたのです。

クラウドのセキュリティ侵害インシデントの例

クラウドセキュリティ侵害のシナリオ

オフィスの PC
企業の開発者が、リポジトリコードに
同じパスワードを使用

マルウェア/
パスワードの盗み出し

感染している自宅の PC

追加の
スタッフ
により
企業の
負担が
増える

ある開発者が自宅でこのパスワードを
使用 — パスワードの盗み出し
コードの盗み出し — インターネットへの漏洩

攻撃者は、盗み出した
パスワードを使用して、
クリプトマイナーを設定

攻撃者

ビットコインの
フロー + 金銭の獲得

クラウドコンピューティングプロバイダー

図 17：クラウドのセキュリティ侵害のシナリオ例
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クラウドインスタンスのセキュリティは、さまざまな方法と理由で侵害される恐れがあります。仮想通貨
発掘の投資収益率は低下しているにもかかわらず、一部の犯罪者は主要なクラウドプラットフォームに対
しても、悪意のあるクリプトマイナーを拡散し続けています。この理由は、クリプトマイニングに必要な
リソースを犯罪者が用意する必要もなく、一切費用もかからないためです。
これは、ソフォスが推測したシナリオですが、何人ものソフトウェア開発者がいる大企業は、人気の高い
コード管理プラットフォーム (「コードリポジトリ」または単にリポジトリとも呼ばれます) を使用して、
企業が開発しているソフトウェアの変更を保存します。ただし、これらの会社はコード管理アカウントに
対して 1 つのパスワードしか作成しておらず、このパスワードをすべての開発者と共有している場合があ
ります。
自宅で会社のプロジェクトの作業を行うために、開発者の 1 人がパスワードを持ち帰りましたが、自分の
子供が自宅のコンピューターに無料ゲームをダウンロードしており、コンピューターから認証情報を盗む
マルウェアに感染していることには気づいていません。
このマルウェアはこの認証情報を盗み出し、C2 サーバーに送り返します。ボットを操る犯罪者は、この認
証情報に高い価値があることを認識しており、この管理者のクラウドコンピューティングの管理ページに
ログインします。犯罪者は、管理者の認証情報を使用し、標的のアカウントに関連する数百台の新しいマ
シンを設定し、クラウドコンピューティングプラットフォームの API を使用してマシンを強化します。次
に、クリプトマイナーをインストールし、CPU 利用率を数日間 100% に固定し、すべて犠牲者の費用で、
仮想通貨の採掘を実行します。
残念なことに、数日が経過した後に、クラウドコンピューティングプラットフォームからこの被害者に、
必要以上に多くのリソースを費やしている恐れがあるというアラートが送信されたときに、初めて、被害
者はこの問題に気が付くのです。この犯罪者は、被害者から仮想通貨を収集することはなくなりました
が、すでに収集した金銭の一部を投資してマルウェアサービスを追加で購入し、攻撃を繰り返すサイクル
が続きます。
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進む攻撃の自動化
攻撃者は、自動化ツールと人による手動の操作を組み合わせて、セキュリティコントロールをこれまで以
上に効果的に回避しています。2019 年、 Sophos Managed Threat Response (MTR) の運用チームは、
攻撃者が、攻撃の初期段階を自動化し、標的の環境へのアクセス権限とコントロールを奪取した後に、目
標を決定して完了する忍耐深く、入念な攻撃に移行していることを確認しました。

忍耐力と隠密性：攻撃を成功させるための合言葉
攻撃者の忍耐力が高まり、戦略的な回避手法は進化を続けています。エンドポイントをインタラクティブ
に攻撃するようになっており、完全に自動化された手法は効果が低いことから、あまり多用されなくなっ
ています。攻撃者は、組織に侵入すると、受動的および能動的な手法を駆使して、その環境を調査し、ト
ポロジを作成します。この手法によって、管理ワークステーション、データ管理用のエンドポイント、
ファイルサーバー、バックアップサーバーなどの重要なターゲットを密かに識別できます。
正規の管理ツールと ping、nmap、net、nbtsat など、「その環境で利用できる」ユーティリティを使用
し、攻撃を完了するまで検出されることなく、優先度の高い資産へのラテラルムーブメントを行います。ロ
グを厳格に監視している管理者であっても、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) ツールで、これ
らの一般的なツールの動作については事前にフィルタリングしており確認していないことが多くあります。
正規の管理者がこれらのツールを操作することが多く、誤検知アラートを多く生成してしまうからです。

日常となったバックアップへの攻撃
ランサムウェアインシデントが発生したときに最初に確認することを、セキュリティが侵害されていな
いデータを保存しており、復旧できるかどうかというものです。残念ながら、サーバーとエンドポイン
トのセキュリティを侵害し、暗号化に利用される手法と手順は、接続されている自動バックアップを使
用できなくするためにも使用されています。攻撃者は、バックアップも破壊できれば、身代金が支払
われる可能性が高まることに気づいています。ランサムウェア対策に、予防的なソリューションや、
迅速に脅威を無効化するソリューションを導入しておらず、バックアップとリカバリにのみに頼って
いる組織は、ランサムウェア攻撃を受けると、データを復旧できなくなるリスクにさらされています。

MegaCortex の展開図
Cobalt Strike を
ホスティングする
攻撃者のサーバー

リバースシェル

RDP 接続
Emotet/Qbot に
感染したマシン

バッチファイルが
実行される DC
RDP 接続

バッチファイルが
実行される 2 つ目の DC

図 18：上図は、MegaCortex ランサムウェアが足場にしたマシンからドメインコントローラやワークステーションに移動する方法を示している
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マルウェアとして動作する正規のソフトウェア –
良性のマルウェアによる攪乱
PowerShell および PsExec は、IT 管理者が一般的な管理操作を実行するときに利用できる強
力なツールです。しかし残念なことに、これらのツールは、マルウェアの常駐化、ランサムウェ
アの拡散、およびデータの盗み出しにも利用されています。セキュリティの調査を実施するとき
に、これらの一般的な管理ツールが、正しい目的で利用されているのか、それとも悪意を持って
使用されているのかを判断することが重要です。
経験とスキルのある分析官でも、注意が散漫になったり、誤解を生じさせたりするような状況に
は注意が必要です。「良性のマルウェア」とは、損害をもたらすことはありませんが、正常に配
信および実行される悪意のあるコードです。あらゆるデータ (またはデータがないこと) は、攻
撃者にとって有用です。
ペイロードが配信・実行され、タスクが成功し、C2 サーバーにアクセスでき、リモートで更新
および削除されたか？といった情報です。各操作の成功（または失敗）の状況は、攻撃のテスト
にも、そして、攻撃が誤った方向に導くためにも役立ちます。悪意はないものの、多くの検出情
報を生成して分析に時間がかかるようにすると、セキュリティチームの注意を引くことなく、秘
密裏にそして効果的に攻撃を成功させることが可能になります。

攻撃に利用され、マルウェアに近づく PUA
不要と思われるアプリケーション (PUA) は、大半のセキュリティ監視プログラムではバックグ
ラウンドノイズとして扱われていますが、議論が必要です。多くのセキュリティ担当者は、従来
のマルウェアによる被害と比較して、PUA の被害を過小評価しています。PUA は無害と考えら
れるため (不要なブラウザープラグインなど)、その対応の優先順位が低くっていますが、マル
ウェアやファイルレス攻撃の配信や実行の仲介役として使用される恐れがあることが、PUA の本
当のリスクです。セキュリティチームは防御を自動化 (自動化したプレイブックを使用) するよ
うになっており、高度なスキルを有する攻撃者が使用する攻撃のライフサイクルと手法を詳細に
理解することが重要です。
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マルウェアから防御する
機械学習への攻撃
2019 年は、機械学習セキュリティシステムに対する攻撃が発生した年でした。機械学習エンジ
ンに対する、文字列を改変する「ユニバーサルバイパス」攻撃から、DEF CON での機械学習に
よる静的分析の回避コンテストの開催まで、レッドチームは機械学習について、ついに真剣に向
き合わなければならなくなりました。機械学習システムには独自の弱点があり、技術的な専門知
識があれば、攻撃者が「従来の」マルウェア検出を回避する方法と同じような方法で、機械学習
による検出も回避できることが明らかになってきています。
攻撃者は、機械学習モデルによる検出を回避する方法を探しているだけでありません。攻撃に機
械学習モデルが使用されている兆候も初めて見つかっています。音声のディープフェイクは、音
声フィッシング (ビッシング) 攻撃ですでに悪用され、重大な被害をもたらしています。フェイ
クボイスとフェイクビデオの両方を生成するツールが普及して利用しやすくなっているため、今
後同じような多くの攻撃が発生することになるでしょう。トレーニングと検出ツールを向上させ
ることが極めて重要となることは間違いありません。
機械学習によって、レッドチームの従来のオペレーションもさらに容易になっています。今年
は、研究者が機械学習を使用して、実際に稼働している商用のスパムモデルを回避した事例もあ
りました。
最後に、完全自動のテキスト生成機能の実用化も始まっています。Google の自然言語処理ト
レーニング技術である BERT や OpenAI の GPT-2 などのさまざまなモデルを、簡易な言語モ
デリングタスクについてあらかじめトレーニングすることが可能です。これにより、質問への回
答から翻訳、旧式のテキストアドベンチャーゲームのシミュレーションまで、言語に関連する幅
広いタスクのための優れた基盤が提供されます。
ソフォスは、悪意のある電子メールと URL を検出する方法として、機械学習を言語に適用する
方法をすでに開発していますが、機械学習は悪用され、フィッシング電子メールのクリックス
ルー率が最適化されたり、既存のビジネスメール詐欺 (BEC) 対策システムやフィッシング検出
システムが (またはその両方が一度に) 回避される恐れもあります。

機械学習を利用するマルウェア検出ツールに対する攻撃
セキュリティデータサイエンスの運用は、マルウェア対策ソリューションを提供している企業に
とって「必須科目」になっており、機械学習によるマルウェア検出モデルに対する攻撃について
の取り組みが、学術的な領域から攻撃者のツールキットを対象とするように移行していることは
驚くことではありません。Skylight Cyberは、7月に Blackberry/Cylance の PROTECT エンジ
ンに対する攻撃について公開しました。任意のマルウェアの末尾に文字列を追加し、PROTECT
の誤検知抑制コンポーネントに、マルウェアをホワイトリストに追加させる方法を示しました。
同様の手法を検証するため、Endgame、MRG Effitas、および VMRay が提携し、DEF CON の
AI Village で機械学習による静的検出の回避コンテストを開催しました。コンテストの目標は、
マルウェア検体に「攻撃的な」変更を加え、3 つの異なる (学術用の) 機械学習モデルの機能を
無効にすることなく、マルウェアを「良性」と認識させることでした。完璧な結果を達成した例
が少なくとも 2 つ掲載されています。PROTECT を回避した手法と同じように、ファイルのさま
ざまな部分に「良性」と識別されるデータを追加することにより、機械学習モデルによる検出が
ほぼ回避されました。
2019年12月
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機械学習を利用するマルウェア検出ツールが攻撃に対して弱点があることは、学術的なコミュニ
ティではこれまでも知られていましたが、これらの手法が攻撃側の立場で研究を進めるコミュニ
ティによって実践されるのは新しいことであり、このような攻撃に対する多層防御が一層必要と
なっていることを示しています。シグニチャや機械学習など、1 つのアプローチのみに依存する
と、その手法が回避された場合、攻撃に対して極めて脆弱になります。しかし、シグニチャと機
械学習の 2 つの異なる防御に必要な回避手法はまったく異なります。シグニチャベースの検出を
回避する手法は、機械学習モデルによる検出回避にはほとんど無効です。また、機械学習モデル
による検出を回避する手法では、従来のシグニチャベースの検出を回避できることもほとんどあ
りません。
しかし、機械学習とシグネチャをインテリジェントに組み合わせることで、ユーザーは両方の長
所を活かすことができます。シグネチャの高い識別能力と迅速な展開力、そして、「ギャップを
埋める」機械学習機能により、シグネチャベースのシステムでは頻繁に見逃す新しいマルウェア
の亜種も特定できます。

攻撃のための機械学習
防衛のための機械学習ツールは、現時点でもかなり成熟しています。攻撃目的での機械学習の活
用も、また拡大しています。機械学習のアプローチは、CAPTCHA の解決などのニッチな攻撃分
野に登場していますが、さらに洗練されたアプリケーションが登場しています。強化学習を使用
し、機械学習による検出を回避できるマルウェアの作成プロセスを自動化するいくつかの学術研
究では、実環境でも同様の回避手法が適用されていることが確認されています。
一部のマルウェアは、マルウェア「ドロッパー」 (サーバーからマルウェア本体をダウンロード
することのみを目的とする小規模なプログラム) に簡易な分類アルゴリズムなどの軽量の機械学
習モデルを実装して、サンドボックスを検出し、分析またはリバースエンジニアリングを複雑に
している場合があります。最後に、DerbyConで攻撃側の立場で研究を進めているセキュリティ
研究者は、ProofPoint の電子メールプロテクションシステムに対する「ブラックボックス」攻撃
の理論を提示しました。この理論では、機械学習スコアを使用し、電子メールモデルの「クロー
ンを作成」し、混乱を引き起こすことに成功しました。この攻撃では、電子メールの分類ツール
が入力する「ホットボタン」の単語を識別し、それらの単語を使用して保護システムを回避でき
ました。
機械学習は、他のセキュリティ対策を回避するためにも使用できます。テキストを音声に変換す
る機械学習モデルを使用して、話者認識および音声認証モデルを回避する学術研究がすでに実用
段階にあることが示されており、そのようなモデルは「ビッシング」 (音声フィッシング) 詐欺
で CEO の声になりすますためにすでに使用されているとも言われています。
同様のテクノロジーは「ディープフェイク」の基盤となっており、重大な評価リスクをもたら
します (ただし、技術的なセキュリティ対策を回避する能力は限られています)。YouTubeｒ の
PewDiePie がボリウッド (インド映画風) ダンスを披露するのに使用した一般に利用可能なツー
ルを使用して、株式市場を操作することも考えられます。こうしたフェイクを検出するための新
しいいくつもの取り組みが現在行われていますが、これらの攻撃は技術的な脆弱性ではなく、人
間が持つ「バグ」を悪用しているため、管理が特に困難です。あるビデオが「フェイク」として
認識されても、別の文脈で再度共有され、誤った方向に導くメッセージを発信し続けるかもしれ
ません。
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「ゼロから作り出す機能を備えた」モデルが人間と機械の
境界を曖昧にする
2019 年には、「ゼロから何かを作り出す」モデルも登場しました。音声録音を別の人の音声に
重ねたり、既存のビデオを変更したりするのではなく、写真やニュース記事など「ゼロから作成
できる」モデルです。
敵対的生成ネットワーク (Generative Adversarial Networks：GAN) は、人の写真、AirBNB
(民泊) のリスト、猫の写真、または新興企業の Web サイトなどを作成できます。AP 通信は、
6 月に GAN によって生成されたプロフィール写真を使用して信憑性を高めた LinkedIn のプロ
フィールが、スパイ活動で使用されたことを報告しています。
このような悪用を恐れて、OpenAI 研究所は、大規模な英語文章のデータセットを使用してト
レーニングされた強力な文書作成 AI モデルである GPT-2 を公開することを最初は拒否していま
した。GPT-2 は、ライブゲームの進行役を果たしたり、テキストアドベンチャーゲームを作成し
たり、トピックやスタイル別に「教育された」自然言語テキストのサンプルを作成して質疑応答
やテキストの要約のようなタスクに利用したりなど、さまざまな応用が直ぐにでも可能であると
考えられています。ニュース記事に関するコメントを自動生成するようなタスク (異なる種類の
モデルを使用) が提案されています。これらの種類のモデルを使用して、人間/機械学習によるハ
イブリッドシステムを攻撃する手法は、まだ提案されていませんが、今後出現することは間違い
ないでしょう。
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10 年後の機械学習の標的は
「ウェットウェア」
機械学習のように急速に発展する分野では、今後 10 年はもちろん、わずか 2 年後であっても、
どのように進化しているかを推測することは困難です。しかし、予測できそうな大きな傾向はい
くつかあります。

自動化が進む攻撃と防御
現在、攻撃的な機械学習ツールの第 1 世代が登場しました。攻撃者と防御者のいたちごっこが続
く中で、さらに巧妙で効果的な攻撃ツールと、それに対応するための防御ツールの両方が急速に
発展することが予測されます。さらに高度な技術が登場するでしょう。強化学習などの学術的な
機械学習コミュニティは、今後、本格的かつ大規模にセキュリティ問題に AI を適用し、半自律
的なシステムが、ネットワークおよびエンドポイントを防御するための決定を半自動化または全
自動化するようになります。自動化によって攻撃と防御のスピードが増加するにつれて、人によ
る関与は、機械学習主導のアクションの事後検討、検証、および評価に移っていくでしょう。

「ウェットウェア」への攻撃
コンテンツ自動生成機能は、情報操作と人間の心理学をさらに深く追求しながら進化し続けてお
り、システムにおける人的な要素への機械学習による攻撃が、顕著化することが予想されます。
コンテンツ自動生成機能とパーソナライゼーションの要素をある程度組み合わせると、個々の
ユーザーに対して詐欺をはたらくよりも、はるかに大規模な攻撃を可能にしながら、標的の各
ユーザーに合わせたパーソナライゼーションとマイクロセグメンテーションも可能となります。
システムにおける人的な要素に対して、419 詐欺 (ナイジェリアの手紙)、フィッシング、ビッ
シング、さらにはディープフェイクを悪用したビデオ攻撃が自動化されるでしょう。また、攻撃
手法はトレーニングされ、必然的に、自動システムによる防御には限界が生じることになってい
くでしょう。人間のミスや弱みに対する攻撃を防ぐための堅牢なポリシーとシステムを構築する
ことが必要となるはずです。
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