脅威予測 :

クラウドでのエントロピー
増大のリスク
2019 年夏 - Unit 42 クラウド脅威リスク レポート

はじめに
2019 年前半に発生したパブリック クラウド プラットフォーム
関連のインシデントのうち、トップニュースとなったのは 21
件でした。それらのインシデントについて、クラウド サービ
ス プロバイダ (CSP) が直接責任を問われることは極めてまれ
だったため、プロバイダのプラットフォーム セキュリティに対
する高い信頼が損なわれることはありませんでした。一方、
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) や Platform-as-a-Service
(PaaS) といったクラウド サービスの利用者は、セキュリティ
権限の基本を身に付けるために奮闘を続けています。

「次のレポートで示されている情報は複
数のデータ ソースから得られた脅威イン
テリジェンスに基づいており、聞き取り調
査に基づいているわけではありません。
聞き取り調査が各社の考え方を示す優れ
た指標となるのに対し、脅威データから
は、各社がその考え方をどの程度実践で
きているかがわかります。」

1 つ、クラウド プロバイダが極めて大きな成果を挙げたこと
があるとすれば、それはイノベーションです。しかし残念ながら、その次々と生み出される――それこそほぼ毎
日のペースでリリースされることも多い――革新的な機能は、指数関数的に複雑さが増す原因ともなりました。
IT 部門やセキュリティ部門の多くが概念上は「責任共有モデル」を理解しているとはいえ、その概念を実践しよ
うとすると行き詰まることが弊社のリサーチで明らかとなっています。
このレポートでは、2019 年前半に発生したインシデントから得られた主な洞察について述べるとともに、パロ
アルトネットワークス Unit 42 脅威インテリジェンス チームのクラウドに特化した部門による独自のリサーチを
紹介します。このレポートは、皆様が責任共有モデルで役割を果たす上で必要なセキュリティに関する知識、
ツール、ベスト プラクティスを示すことで、皆様のビジネスを後押しすることを目的としたものです。
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影響の概要
4 万を超えるコンテナが公開されている
Kubernetes® や Docker など、構成がデフォルトのままになっているクラウド コンテナ システムの数が 4 万を
超えることが、リサーチでわかっています。それらのコンテナは基本的なキーワード検索で簡単に特定されま
した。また、そのうちの一部では、 ホストしているアプリケーションの構成もデフォルトのままでした
(ElasticSearch® データベースや MySQL® データベースのほか、Kibana® などのデータベース ユーザー イン
ターフェイスなど)。このようなシステムにはパッチや更新プログラムが適用されることが少ないため、攻撃者
は構成がデフォルトのままで侵害に成功しやすいシステムを標的とすることが多くなります。
RDP が公開されている
リモート デスクトップ プロトコル (RDP) を使用すると、リモート システムでグラフィカル ユーザー インター
フェイスを作成できます。従来、IT 部門はこの機能を使ってデータ センター内の実稼働システムを管理して
います。しかし、RDP サービスを悪用すると、攻撃者がクラウド システムをその前に実際に座っているかのよ
うに制御できるようになります。
仮想通貨マイニング攻撃
クリプトジャッキングとも呼ばれる悪意のある仮想通貨マイニングは、他の当事者によって所有・運用されて
いるシステム上で、ビットコインなどのデジタル通貨を密かにマイニングしようとするプロセスです。リサーチ
チームは、28% の組織がクリプトジャッキングを開始することで知られるドメインとの通信を行ったことがある
ことを突き止めました。
安全ではないプロトコルの使用
Secure Sockets Layer (SSL) は、Web サービスとブラウザの間で暗号化されたリンクを確立するために使用さ
れるセキュリティ技術です。SSL は 2015 年 6 月に廃止され、Transport Layer Security (TLS) に置き換えられ
ました。TLS バージョン 1.1 のサポート終了後、2008 年に TLS v1.2 に引き継がれたにもかかわらず、61% の
組織が今も TLS v1.1/1.0 や SSL の廃止されたバージョンを有効化して使用していることが、リサーチ チーム
によって明らかとなっています。
報告されたクラウド関連インシデント
クラウド インフラストラクチャに関連して報告されたインシデントのうち、65% が構成上の不備に起因するも
のであることがわかりました。結果として、それらの組織からデータが漏洩するリスクが高まっています。
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チャンスをうかがう攻撃者

攻撃者は、保存されている場所にかかわらず組織のデータを狙っています。データを盗み出し、利益を得よう
としている攻撃者にとって、ありがちなクラウドの構成不備は恰好の標的となります。本稿の執筆時点で、過去
18 か月間に公表されたクラウドに関するセキュリティ インシデントの 65% が構成上の不備、25% がアカウント
の侵害に起因するものでした。
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図 2: 2019 年 1 ～ 5 月の間に発生したクラウド インシデント
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大まかな概要

コンテナの急激な普及に伴い公開されるリスクも
上昇
この 18 か月の間に、Docker や Kubernetes が企業を嵐に巻き込みました。Unit 42 のリサーチでは、構成が
デフォルトのままになっているコンテナの数が 4 万を超え、簡単に特定できる状況になっていることがわかって
います。また、多くの組織が、デフォルトのコンテナ上でホストしているアプリケーションもデフォルトの構成の
まま使用しているようです。セキュリティ チームは、DevSecOps の実現において鍵となるコンテナを取り入れる
必要がある一方で、アプリケーションやホストが安全に構成され、監視されるようにする必要もあります。

マルウェアが活動範囲をクラウドにまで拡大
クラウドベースのマルウェア攻撃がますます一般的になっています。2019 年前半、Unit 42 では、特にパブリッ
ク クラウドを標的としたサイバー攻撃者グループ「Rocke」によるキャンペーンについて報告しました。多くの
組織にとってこのような種類の攻撃を検出するのは難しいことがわかっていますが、それは、クラウド環境で展
開されたセキュリティ ツールに脅威インテリジェンス フィードが取り入れられていないことが多いためです。

攻撃者に狙われる原因はクラウドの複雑さ

CSP が絶えずネイティブのセキュリティ機能の強化を図っているにもかかわらず、Unit 42 のリサーチでは、最
も一般的な種類のセキュリティ インシデントに「構成上の不備」が挙がっています。組織は、コードがいかに
クラウドに送信されるかをより深く理解することで、セキュリティをシフトレフトする (開発サイクルに組み込む)
ことに注力する必要があります。これによりセキュリティ チームは、Infrastructure as Code (IaC) と呼ばれる手
法でセキュリティ構成を体系化して、このような種類の公開リスクの多くを未然に防ぐことができます。

オンプレミスで脆弱性管理を行う習慣がクラウドに
引き継がれる

一部の習慣はなかなか変わりませんが、パッチの適用もその 1 つです。オンプレミスでのパッチの適用が難し
いことは経験の浅いセキュリティ担当者でさえ知っていますが、残念ながらこの課題はクラウドにまで広がって
います。各社がこの課題に苦しんでいるのは、多くのスタンドアロン型脆弱性管理ツールがクラウドを考慮して
おらず、今なお複数のコンソールに散在しているためです。セキュリティ チームは、ツールを一本化してクラウ
ド中心の考え方を生み出すべきです。
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詳細な概要

コンテナの急激な普及に伴い公開されるリスクも
上昇
コンテナが構成上の不備やデータ公開のリスクを免れることがない
のは、単純にコンテナがクラウドでホストされるためです。Docker
のようなコンテナ プラットフォームや Kubernetes のようなオーケス
トレーション プラットフォームを実稼働環境で使用する場合、セキュ
リティに関してコンテナならではの懸念が生じます。例えば、インター
ネットに公開されている 4 万を超えるコンテナ プラットフォームは、
構成がデフォルトのまま使用されているため、最も簡単な検索キー
ワード (プラットフォームに付けられた「Docker」や「Kubernetes」
といった名前) を使って特定できることがわかっています (図 3、図 4
参照)。

4万

公開されたコンテナ数
50%が
デフォルト

合計

23,354

のDockerコンテナが公開されていた

上位の国

中国
6,015
米国
4,617
ドイツ
2,119
香港
1,960
フランス
1,639
図 3: インターネットに公開された Docker コンテナの数
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合計

20,353

のKubernetesコンテナが公開されていた

上位の国

米国
11,425
アイルランド
2,834
ドイツ
2,529
シンガポール
793
オーストラリア
522
図 4: インターネットに公開された Kubernetes の数

リサーチ チームは、コンテナだけでなくホストされるサービスでもデフォルトの構成が使用されていることを発
見しました。特定されたシステムが必ずしもコンテナに含まれているデータへの認証されていないアクセスを許
可しているわけではないとはいえ、驚くべき数に上ったことは事実です。また、ごく一部のデフォルト コンテナ
では、ホストしているアプリケーションの構成もデフォルトのままだったため、リサーチ チームは認証なしでそ
れらのシステムに侵入できました。「ElasticSearch」や「Kibana」として特定されたそれらのアプリケーション
は、Docker と Kubernetes の両方のプラットフォームで見つかっています。
機密データが含まれるどのコンテナも、インターネットからのアクセスを防ぐために、適切に構成されたセキュ
リティ ポリシーや外部向けファイアウォールの内側に配置されるべきです。ほかにも Unit 42 のリサーチ チーム
は、組織に対してコンテナ インフラストラクチャの構成をデフォルトのまま使用するのではなく、組織のセキュ
リティ ポリシーによって、組織独自の、かつデータを取得する前に認証を必要とするコンテナ構成を使用するよ
う誘導すべきだと提案しています。
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マルウェアが活動範囲をクラウドにまで拡大
Unit 42 は、クラウド インフラストラクチャを標的とする攻撃者グループと詳細なインシデントについて研究、追
跡、およびレポートを行ってきました。例えば、中国を拠点とするサイバー攻撃者グループ「Rocke」(別名 :
Iron グループ、SystemTen、Kerberods、Khugepageds) も、そのようなグループの 1 つです。Rocke は当初、
データ破壊ランサムウェア攻撃を実行すると報告されましたが、その後クラウド インフラストラクチャ内での仮
想通貨マイニング攻撃へと方向転換しました。他のいくつかの攻撃者グループと同様にクラウド システムを標的
とするようになった Rocke グループは、クラウドに特化したマルウェアを作成して、クラウド セキュリティ ツー
ルの無効化とアンインストールを行うようになったのです。
Rocke は、攻撃を行う際に比較的珍しい TTP (戦術、テクニック、手順) を使います。その 12 段階から成る攻
撃 (図 5 参照) には、Pastebin や GitHub® といったサードパーティのコード リポジトリの使用が含まれます。そ
のリポジトリがコマンド アンド コントロール (C2) サーバに接続して最初のペイロードを配信した後、攻撃者が
権限を昇格させて、そこから攻撃手順を続けます。
シナリオ 1:
Rocke の攻撃活動

1

2

攻撃者が最初のペイロードを
サードパーティ サイトに
アップロード
(Pastebin、
GitHub など )

cron job コマンドで
永続性を確立

以前にインストール
された仮想通貨
マイニング プロセス
を探し、強制終了

被害端末を Pastebin や
GitHub に誘導する

9
iptables ルールを追加
して新たな仮想通貨
マイニング プロセスを
ブロック

4

既知の脆弱性を悪用
(Oracle WebLogic、
Adobe ColdFusion、
Apache Struts など )

( スピアフィッシングなどで )

7

8

3

6
ペイロード スクリプトを
ダウンロードし、
システム
への管理アクセスを取得

10

5
被害端末が最初のペイロードを
Python や Go 言語の
スクリプトによって実行し、
C2 サーバにアクセス

11

エージェントベースの
クラウド セキュリティ
ツールをアンインストール
(Tencent Cloud、
Alibaba Cloud など )

Monero マイニング
ソフトウェアを
ダウンロードして
インストール

被害端末がバック
ドアをダウンロード
( シェル スクリプト、
JavaScript バックドア
など )

12
「libprocesshider」
を
使って Linux「ps」
コマンド
から XMRig マイニング
プロセスを隠ぺい

図 5: Rocke グループの 12 段階の TTP
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リソースの
ハイジャック

ファイルまたは
情報の難読化
解除 / デコード
ローカル ジョブの
スケジューリング

図 6: サイバー攻撃のライフサイクルに当てはめた Rocke の活動

古い脆弱性を悪用しているにもかかわらず Rocke は比較的容易にサイバー攻撃を実行しています。Rocke グ
ループによる悪用が報告された脆弱性の大半は、2017 年にリリースされたもの (Oracle WebLogic の脆弱性
CVE-2017-10271、Adobe ColdFusion の脆弱性 CVE-2017-3066) と、2016 年にリリースされたもの (ActiveMQ
の脆弱性 CVE-2016-3088) です。これだけでも、組織がクラウド システムに対するパッチの適用を適切なタイ
ミングで効果的にスケジュールすれば、Rocke を抑制できることは明らかです。加えて、組織はファイアウォー
ルで最新のブラックリスト ルールを使用して、既知の悪意のあるドメインへの接続を防ぐ必要があります。な
お、PAN-OS® では Rocke 保有の既知 C2 ドメインすべて悪意があるものとして識別し、ブロックすることに成功
していました。以下のドメインは Rocke のインフラストラクチャの一部として知られているため、組織のクラウ
ド システムへの接続を許可すべきではありません。
• sowcar[.]com

• w2wz[.]cn

• z9ls[.]com

• thyrsi[.]com

• baocangwh[.]cn

• gwjyhs[.]com
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攻撃者に狙われる原因はクラウドの複雑さ
2018 年 2 月～ 2019 年 6 月に報告されたパブリッ
ク クラウド関連インシデントのデータから、それら
のインシデントの 65% が構成上の不備に起因する
ものであることがわかります。このような構成上の
不備によってパブリック クラウド インフラストラク
チャ上で発生した攻撃結果の第 1 位は、データ漏
洩です (図 7 参照)。

65%

報告されたクラウド
インシデントのうち、
構成上の不備に起因
するものの割合

第1位

56%

1つ以上のSSH
サービスを公開して
いた組織の割合

40%

このデータをいくつもの CSP 環境から収集されたア
の
ラートと組み合わせると、最多は「内部ネットワー
攻撃結果:
1つ以上のRDP
ク / インターネット間の制御設定ミスによる意図せ
データ漏洩
サービスを公開して
ぬアクセス許可」となります。また、クラウド イン
いた組織の割合
フラストラクチャからインターネットに公開された
サービスで最も多かったのは、SSH (TCP ポート 22)
と RDP (TCP ポート 3389) でした。弊社のデータか
図 7: パブリック クラウド関連インシデント
ら、56% の組織が 1 つ以上の SSH サービスを、40%
(2018 年 2 月～ 2019 年 6 月)
近くの組織が 1 つ以上の RDP サービスを、インター
ネットに公開したことがあるということが判明して
います。インターネット全体 (0.0.0.0/0) から、SSH、RDP、SMB などのサービスへのインバウンド トラフィック
を許可する理由はありません。システム管理者は、ホワイトリスト登録した少数の接続元に対してのみサービス
やポートをオープンにするよう、常に制限しておくべきです。インバウンド トラフィック制御ポリシーは、AWS®
のセキュリティ グループ、Azure® のネットワーク セキュリティ グループ、GCP™のファイアウォール ルールを利
用して構成できます。それらのトラフィック制御ポリシーは、構成上の不備や攻撃を受けて平常時から逸脱して
いないかどうかを常に監視する必要があります。また管理者は、悪意のある活動の兆候がないかを確認するた
め、ファイアウォール ログに対する可視性を確保する必要もあります。

オンプレミスで脆弱性管理を行う習慣がクラウドに
引き継がれる
パッチの適用はクラウド上で特に重点を置くべき作業です。Rocke の前例
をとってみても、Rocke グループは発見から 2 年以上経った脆弱性を積極
的に悪用していました。本稿の執筆時点で発見された脆弱性の数は、
Amazon EC2® で 2,900 万件、Azure Virtual Machine で 170 万件、GCP
Compute Engine で 400 万件に上ります。これらの脆弱性は、顧客が旧
バージョンの Apache サーバや脆弱な jQuery® パッケージなどの CSP イン
フラストラクチャに展開しているアプリケーションを標的としたものです。
in Azure Virtual Machine
Amazon EC2、GCP Compute Engine、Azure Virtual Machine のいずれ
においても、クラウド システムはテンプレートから生成されるように構成
できます。そのテンプレート オプションによって、組織は特定の構成に適
合するシステムやコンテナをすばやく効率的に稼働させることができま
in GCP Compute Engine
す。CSP は、最新の構成を備えたリソースを迅速かつ確実に利用するた
めのフレームワークを組織にもたらしますが、実稼働環境で使用されてい
るシステムやコンテナに最新のセキュリティ パッチが適用されるようにするのは、組織自身の責任です。クラウ
ド環境の利点は、環境全体を 1 つのテンプレートから展開できることですが、それはつまり、展開したどのシス
テムも、同じテンプレートから展開された他のすべてのシステムと同じ構成を保持しているということでもあり
ます。

1.7M
4M

パロアルトネットワークス + クラウドでのエントロピー増大のリスク

11

セキュリティ チームは、AWS、GCP、Docker、あるいは Kubernetes によって実稼働システムを展開するため
に使われている人気の高いテンプレートが、アプリケーション ベンダーの指示に従って最新のセキュリティ パッ
チを使用するよう構成されていることを確認する必要があります。これにより組織は、セキュリティ環境を保全
し、クラウド インフラストラクチャの全体的なセキュリティ予防措置を強化する中で、デュー デリジェンスを確実
に実施できるようになります。昨今、多くの組織が、プラットフォームに対する責任を CSP に任せて、アプリケー
ションの開発だけに集中するためにサーバレスや Function-as-a-Service (FaaS) の採用を進めています。FaaS
によってシステム管理者は多くの面倒なメンテナンス作業から解放されますが、構成上の不備やパッチが適用
されないアプリケーションの問題は解決されないままです。例えば、紐付いているアイデンティティ / アクセス管
理 (IAM) が不適切なファンクションがあれば、別のクラウド サービスの侵害につながる恐れがあります。また、
実行制限をかけていないファンクションがあれば、リクエストがあふれ、リソースが浪費されて多大なコストが
かかる可能性があります。ほかにも、旧バージョンのサード パーティ ライブラリを使用する機能は、今なおク
ロスサイト スクリプティングや SQL インジェクションに対して脆弱です。すべてのサーバレス機能に対する可視
性を確保して、継続的に監視することが不可欠といえます。

結論
セキュリティ チームは、クラウド上の最新のアプリケーションやワークロードを保護するための基本要件を理解
する必要があります。

1

仮想マシン、コンテナ、サーバレス アプリケーションなどコンピューティング形態のいかんに関わら
ず、セキュリティ チームがリアルタイムで一元的に監視を行える環境を整えましょう。種類の異なる
コンピューティング形態で可視性を確保するのは簡単ではありませんが、これは極めて重要です。

2

セキュリティを DevOps ワークフローに組み込むことで、セキュリティ チームが自動化された方法で
取り組みを拡大できるようにしましょう。クラウドでは開発者が多くのことを実現できますが、常に最
新のセキュリティを適用できるようにする必要があります。

3

アプリケーションやワークロードのセキュリティを強化しましょう。セキュリティ要件の中には責任共
有モデルの一部として CSP の責任となるものもありますが、セキュリティ チームにも個々のワーク
ロード、コンテナ、ファンクション (Kubernetes などのプラットフォームを含む) の構成とコンプライ
アンスに対する責任があります。

4

実行時の保護を確保しましょう。組織によるクラウドの利用が拡大するにつれ、アプリケーションの
挙動を自動的にモデル化してホワイトリストを作成できることが、攻撃者や侵害からクラウド ワーク
ロードを保護する強力な手段となります。
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クラウドで脅威を識別する準備は十分に整ってい
ますか

Prisma™ Public Cloud (旧 RedLock) は、毎月 100 億件を超えるイベントを分析しています。この分析からは、
構成上の不備や寛容すぎる振る舞い、ポリシーの欠如が、悪意のある攻撃者を呼び寄せ ､ 未知の脅威による
悪用につながることがわかっています。予防的にセキュリティおよびコンプライアンスの構成不備を検出し、自
動化されたワークフロー応答をトリガーすることによって、Prisma Public Cloud は、お客様が動的なクラウド
アーキテクチャの需要に常に安全に応えられるようサポートします。

30日間の無料トライアルを開始する
Prisma Public Cloud のスキャニング API は、開発者、DevOps チーム、およびセキュリティ チームがコンテナ
化されたアプリケーションによってセキュリティに関する問題を検出して対応することができるよう設計された、
無料のパブリック API サービスです。

脆弱性のスキャンを開始する

Unit 42 について
Unit 42 は、パロアルトネットワークスのグローバルな脅威インテリジェンス チームです。弊社は、すべての方
が無料で脅威インテリジェンスを共有できることが公益に叶うと考えています。弊社は、攻撃者、マルウェア ファ
ミリ、攻撃キャンペーンについて、高品質かつ詳細なリサーチを提供します。当社のアナリストは、攻撃者の振
る舞いを明らかにし ､ 文書化し、攻撃者が組織を侵害するために実行するさまざまなツール、テクニック、手
順について考察した戦略を共有します。
弊社が知見を無料で共有するのは ､ すべてのネットワーク防御者が世界基準の脅威インテリジェンスにアクセ
スできるようにするためです。Unit 42 は、サイバー脅威の分野の権威として高く評価され、世界各国の大企業
や政府機関で数多く利用されています。

パロアルトネットワークスの Prisma について
Prisma™は、業界で最も完全なクラウド セキュリティ製品です。現代の複雑な IT 環境を保護するために設計さ
れた製品群によって、組織や企業によるクラウドの活用を促進します。
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