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サイバー犯罪アンダーグラウンド市場では様々な争いが繰り広げられています。家庭用ルー

タを始めとするオンラインの様々なデバイスが現在サイバー犯罪者にとっての戦場になって

います。サイバー犯罪者は感染させたデバイスを集めてボットネットを構成します。そのよ

うなボットネットは「モノのインターネットの（IoT）」ボットネットと呼ばれます。サイ

バー犯罪者は、多数の感染デバイスを制御下に置くほどより強力なボットネットを構築でき

ることから、サイバー犯罪者グループ間の感染デバイスの奪い合いが激化しています。 

本レポートでは、「ワーム戦争」と呼ばれるこうした争いと合わせ、関連するサイバー犯罪

グループを解説します。このため、まずは「Mirai」「Kaiten」「Qbot」など、多数のボッ

トネットマルウェアのベースとなった 3 つの主要なソースコードを説明します。これらのソ

ースコードはインターネットで簡単に入手可能であり、サイバー犯罪者グループはこれらを

活用することで、お互いの感染デバイスを奪い合うことができます。さらに、サイバー犯罪

アンダーグラウンド市場での IoT ボットネット入手状況の調査結果を説明し、サイバー犯罪

者グループのボットネットの活用に関する事例も提示します。 

本レポートでは、テレワーク等の状況において家庭の各種デバイス保護が求められる中、ワ

ーム戦争に巻き込まれる可能性のあるユーザにとって有益な情報やデバイスのセキュリティ

対策に役立つ情報をまとめています。 
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はじめに 

サイバー犯罪者間では、感染デバイスを用いて収益を得る様々な方法が知られています。例

えば、感染デバイスを介してサードパーティへ分散サービス拒否（DDoS）攻撃を仕掛ける

手法はよく知られている収益化方法の一つです。これはオンライン恐喝の常套手段であり、

この攻撃によってインターネット端末がサービスに接続することを不可能にし、復旧を条件

にサービス提供企業に金銭の支払いを要求します。多くの企業が電子商取引に依存している

現状において、この手口はより有効なものとなっています。 

サイバー犯罪者はまた、感染デバイスを介して他のユーザをインターネットにアクセスさせ

ることも行います。これにより、サイバー犯罪者は感染デバイスの IP アドレスになりすま

し、自身の痕跡を隠蔽し、不正活動を他のユーザの仕業に見せかけることができます。 

サイバー犯罪者は、十分な数の感染デバイスを確保すると、これらを用いて強力なボットネ

ットを形成した上で、個別サービスとして販売する場合もあります。実際に「インターネッ

ト上で DDoS 攻撃を実行して標的の Web サイトをダウンできます」「ランダムな IP アドレ

スを使用して匿名でインターネットにアクセスできます」など、サイバー犯罪アンダーグラ

ウンド市場では、個別サービスに関する宣伝文句を目にすることができます。 

このように、サイバー犯罪者にとって感染デバイスは「金のなる木」を意味しており、多数

のデバイスを確保すればするほど、ボットネットが強大となり、ボットネットを活用した不

正活動の収益が高まります。このため、サイバー犯罪者の間では、できるだけ多くのデバイ

スを乗っ取るための競争が発生することになります。実際、あるサイバー犯罪者グループは

デバイスを確保した際、そこに他のマルウェアが既に感染していた場合には、それらをアン

インストールする動きを行っています。むろんこれは、大きな悪を食い止めるロビン・フッ

ドのような英雄的行為ではありません。これは、単に泥棒同士の縄張り争いであり、自分の

制御下に置く感染デバイスの数を巡って争っているに過ぎません。さらに言えば、「デバイ

ス上で複数のボットネットマルウェアが感染することはできない」という技術的な理由はな

く、ボットネットの所有者が、せっかく確保した感染デバイスの帯域を単に独り占めしたい

だけなのです。 

ルータが感染した場合、ユーザはさらに厄介な被害に見舞われます。使用中の IP アドレス

が活動中の IoT ボットネットの一部として識別されると、各種セキュリティソリューション

のブラックリストに登録されてしまいます。一旦、ブラックリスト化されると、感染ルータ

を使用する被害者のデバイスは、サイバー犯罪に加担するだけでなく、インターネットや被

害者が所属する会社環境にもアクセスできなくなります。多くの人々がテレワークを行って

いる現在、自宅で使用しているホームルータのセキュリティ対策は、これまで以上に重要に

なってくると考えられます。  
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感染デバイスを巡る数値が示唆するもの 

世界中には沢山のデバイスが存在しており、日々追加やオフライン化を繰り返しています。

これらのデバイスはさまざまな形で広い範囲に展開されており、今や世界における感染デバ

イスの全体像を把握することは不可能と言えるでしょう。そうした中、「Trend Micro™ 

Home Network Security」を実装したトレンドマイクロのソリューションは、ボットネット

展開の全体像を示すいくつかのデータポイントを長期間に渡り追跡しています。そして、ト

レンドマイクロではこの追跡に基づき、IoT ボットネットの展開に最も直接的に関連するネ

ットワークイベントとして、「ブルートフォースログイン試行」「Telnet ログイン試行」

の挙動を示唆する 2 つがあると考えています。 

ブルートフォースログイン試行は、攻撃者がパスワードを総当りで試すことでデバイスの認

証を突破しようとする挙動です。この場合、パスワードを見つけるために、考えられるすべ

てのパスワードを試すプログラムが用いられます。各種デバイスでは初期設定のパスワード

が使用されている場合があり、こうした総当りの手口が有効となります。特にボットネット

の場合、感染を拡大するために新たなデバイスを確保する際、この手法が駆使されます。前

述のとおり、ボットネットは、感染デバイスの保有数が多いほど強大となり、多くの金銭的

利益を得ることができます。 

トレンドマイクロが追跡した範囲では、図 1 のとおり、デバイスを狙ったブルートフォース

ログイン試行を示唆するイベント件数は、2019 年を通して増加し続け、同年 10 月からの急

増に伴い、さらなる規模に達したと言えます。ボットネットの同士の戦いはより一層激化し、

これまで以上に多数のルータやデバイスが悪用されるリスクがあると言えるでしょう。 

 

図 1：ブルートフォースログイン試行件数の推移（全世界） 

IoT ワームやボットネットマルウェアでは、Telnet の活動を示唆するイベントも、同様の傾

向を示しています。Telnet はネットワークを介して遠隔操作するソフトウェアであり、IoT

ボットネットが勢力を拡大する手法の一つとして悪用しています。したがって、Telnet 関

連のデータからも、IoT ワームやボットネットマルウェアの脅威に関する知見を得ることが
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できます。感染デバイスに絞ったデータは確認できていないものの、Telnet ログイン試行

を示唆するイベントのデータは概況を把握するために活用できます。現在、Telnet は以前

ほど広く使用されていない一方、リモートアクセスのために IoT デバイスでは今も広く使用

されています。Telnet の通信は暗号化されないため、攻撃者はボットネットからユーザの

機密情報を簡単に傍受できます。こうした理由から、ボットネットは、Telnet のオープン

プロトコルを駆使して多くのデバイスを感染させ、勢力拡大を図ることができます。 

他のデバイスとの間で Telnet のセッションを確立する挙動がルータで発生している場合、

これはルータの通常動作ではないことから、ルータ、もしくはルータの内部ネットワークに

あるデバイスが IoT マルウェアに感染している可能性を示唆していることが分かります。し

たがって、この特徴から感染デバイスの数をある程度推測することが可能です。2019 年 7

月から 2020 年 4 月までにトレンドマイクロが追跡した範囲では図 2 のとおりとなります。

棒グラフは Telnet の接続試行のイベント数を示し、線グラフは接続試行元のデバイス数を

示しており、後者を感染デバイス数と見なすことができます。グラフ後半のピーク時を見る

と、1 週間で 1 万 6,000 近くのデバイスが他のデバイスと Telnet セッションを確立していた

ことが分かります。こうした数値からは、ボットネットが以前にも増して多くのデバイスを

制御し、勢力拡大をしていることが分かります。 

 

図 2：Telnet 関連活動を示唆するイベント数および 

デバイスとの間で Telnet を介した不審な接続を開始するデバイス数の推移（全世界） 

前述の 2 つのデータから IoT ボットネット増加の状況が確認できます。次に最もよく利用さ

れるボットネットマルウェアファミリーに着目し、さらにこれらがデバイスへ感染した後、

既に感染している競合を「駆除」する共通の手法についても分析します。トレンドマイクロ
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の IoT ボットネットに関する調査では、サイバー犯罪者グループやハッカーが重宝する主要

なボットのソースコード３つの存在を把握しています。それぞれ「Mirai」「Kaiten」

「Qbot」に関するコードであり、すべて無料で入手可能です。この状況は、サイバー犯罪

者やハッカーがコードを簡単にダウンロード・変更・再コンパイルを施した上で、独自の

IoT ボットネットを作成してデバイス感染に利用できることを意味します。現在、これら 3

つのボットネットマルウェアファミリーが主要な「サイバー兵器」となり、ボットネット同

士の熾烈な戦いが展開されています。  
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先駆者としての「Mirai」 

主要ボットネットマルウェアファミリー3 つの中では、ある理由によって特に「Mirai」の

コードが最もよく知られています。Mirai は 2016 年後半に登場し、IoT を巡る脅威状況を一

変させました。このマルウェアファミリーは当初、米ニュージャージー州のコンピュータサ

イエンス専攻の学生が、他からの支援も受け、DDoS 攻撃による収益化手法を確認する目的

で作成されたものでした。しかし現実にはそれが悪用され、サイバー攻撃史上最悪の DDoS

攻撃を引き起こしました1, 2, 3。2016 年 9 月 20 日、Mirai による DDoS 攻撃が原因となり、

セキュリティジャーナリスト Brian Krebs 氏の Web サイトが 4 日間の停止に追い込まれて

います。攻撃規模が 620 ギガビット/秒（Gbps）に達したため、サイトコンテンツ配信のネ

ットワークプロバイダ「Akamai」が対応不能となり、同サイトへのサービス停止という事

態に陥ったのです4, 5。 

Mirai はオンラインゲームプレイヤーの DDoS 活動「DDoSing」に役立つツールとして作ら

れ、彼らの戦いから収益を得るために販売されたものです6。2016 年 9 月 19 日に初めて確

認された攻撃は、フランスのインターネットサービスプロバイダ（ISP）「OVH」を狙った

ものでした。この ISP は「Minecraft」を始めとして多数のオンラインゲームをホストして

いました7。そしてこの攻撃の直後、Mirai のソースコードがオンラインに公開され、サイバ

ー犯罪者も入手可能となりました。Mirai による最大の DDoS 攻撃は、2016 年 10 月 12 日、

ドメインネームシステム（DNS）のホスティングプロバイダ「Dyn」を狙った攻撃です。こ

の攻撃は、最初に確認された攻撃からほぼ 1 か月後に発生し、Netflix、Reddit、Twitter な

ど、世界中で日常的に使用されている大手サービスが多数ダウンする事態となりました8。 

このように Mirai のボットネットコードがオープンソース化したことで、IoT マルウェアの

脅威状況は一変しました。ハードコード化された認証情報やその他の攻撃ツールを Mirai の

コードへ追加することで、経験の浅いサイバー犯罪者でも、効果的かつ攻撃的な亜種を新た

                                                           
1 https://krebsonsecurity.com/2018/10/mirai-co-author-gets-6-months-confinement-8-6m-in-fines-for-

rutgers-attacks/ 

2 https://www.csoonline.com/article/3258748/the-mirai-botnet-explained-how-teen-scammers-and-cctv-

cameras-almost-brought-down-the-internet.html 

3 https://www.nj.com/news/2017/12/inside_the_massive_cyber_scam_launched_by_a_kid_fr.html 

4 https://www.zdnet.com/article/mirai-botnet-attack-against-krebsonsecurity-cost-device-owners-300000/ 

5 https://www.zdnet.com/article/krebs-on-security-booted-off-akamai-network-after-ddos-attack-proves-

pricey/ 

6 https://www.wired.com/story/mirai-botnet-minecraft-scam-brought-down-the-internet/ 

7 https://www.csoonline.com/article/3258748/the-mirai-botnet-explained-how-teen-scammers-and-cctv-

cameras-almost-brought-down-the-internet.html 

8 https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/26/ddos-attack-dyn-mirai-botnet 
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に作成することができました。こうして、オープンソース化された Mirai のコードは、人々

をサイバー犯罪コミュニティへ誘導する役目を果たすことになりました。 

トレンドマイクロでは現在も Mirai の亜種を多数追跡しています。これらはコードがオープ

ンソース化された直後に確認されたものから、昨年新たに確認されたものまで多岐に渡りま

す。IoT ボットネットマルウェアファミリーの種類が他のマルウェアファミリーと比べて多

くはない理由として、新規のマルウェアファミリーが開発されるよりも、Mirai などの効果

的な既存マルウェアファミリーが利用される傾向にあることが考えられます。 

その一方で亜種の数は多く、特徴も多岐に渡るため、単に Mirai の亜種の機能として一般化

することは困難です。ただし、そうした中でもいくつかの亜種に共通する特徴としては、感

染デバイスを独占するため、そのデバイスに以前から感染していた他のマルウェアを駆除す

る挙動が挙げられます。この挙動は、Mirai のコードを開発・使用するサイバー犯罪者にと

って、互いに戦いを行う機能と言えます。 

 

図 3：感染デバイスのポート番号 22、23、80 を保護することで競合からの感染を阻止する

Mirai の機能について説明するサイバー犯罪フォーラムの投稿 

実際、Mirai のオリジナルソースコードにも、他のプロセスを強制終了する機能が備わって

いました。例えば、図 4 は Mirai ソースコードのスクリーンショットですが、このコードに

は、IoT マルウェア「Anime」に関連する文字列「.anime」に一致するプロセスを強制終了

するという機能が最初から備わっていました9。 

                                                           
9 https://evosec.eu/new-iot-malware/ 
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図 4：Anime を駆除する Mirai のソースコード 

さらに図 5 は、特定のプロセスを強制終了するコードの一例です。この場合、Mirai は、

Linux システムの機能「kill（）」を使用し、シグナル「SIG_KILL（9）」を標的のプロセス

へ送信して強制終了させます。 

 

図 5：競合するマルウェアのプロセスを終了する Mirai のソースコードの一部 

最もよく知られた IoT ボットネットマルウェアファミリーである Mirai にこうした機能が備

わっている事実からも、競合のボットネットマルウェアを感染デバイスから追い出して自身

のボットにするという「サイバー犯罪者間の奪い合い」の武器に Mirai が活用されている現

状が理解できます。さらにこの機能は、設定変更も可能であり、必要に応じて「特定の亜種

（多くの場合、競合のサイバー犯罪者グループが使用する亜種）を削除する」という設定へ

変更することができます。 
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「Tsunami」のような攻撃を行う「Kaiten」 

ボットネットマルウェアファミリー「Kaiten」は、一般的にあまり知られていないものの、

サイバー犯罪者やスクリプトキディの間では有名です。2001 年からオープンソース化され

ており10、初期の IoT ボットネットマルウェアファミリーの 1 つであると同時に、現在も複

数の亜種が注目されています。Kaiten の場合、コマンドアンドコントロール（C＆C）サー

バとの通信には、一般的な通信プロトコル「Internet Relay Chat（IRC）」を使用していま

す。この通信プロトコルにより、感染デバイスは Kaiten のバイナリ内にハードコード化さ

れた IRC チャネルを介してコマンドを受信します。これらのバイナリは、SH4、PowerPC、

MIPSel、MIPS、ARM など、さまざまなハードウェアプラットフォームにコンパイル可能

です。なお、これは Mirai、Qbot でも同様に見られる特徴です。 

 

図 6：IRC チャネルが「#BigBoatz」の Kaiten の逆アセンブル例 

Kaiten（別名：Tsunami）の名称は、直接関係していないものの、このボットネットマルウ

ェアファミリーのベースといわれる同名のトロイの木馬型マルウェアから由来します11。実

際、IRC および DDoS 攻撃の機能に関しては、ベースとなったトロイの木馬型マルウェア

「Kaiten」とも共通しています。さらにまた、「HeavyAidra」12というあまり知られていな

いボットネットマルウェアと同一の Python スクリプトを使用しています。この Python ス

クリプトにより、Telnet サービスへブルートフォース攻撃を行うことで、デバイスに感染

することが可能になります。また、図 8 のとおり、標的のハードウェアのアーキテクチャを

選択したり（21 行目から 26 行目）、ダウンロード先のサーバを設定したり（30 行目）す

ることも可能です。 

                                                           
10 https://www.csoonline.com/article/3035743/linux-mint-hacked-compromised-data-up-for-sale-iso-

downloads-backdoored.html 

11 https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-intelligence.malwaretc.html?vid=99733 

12 

https://books.google.com.ph/books?id=rcO2DwAAQBAJ&dq=Botnets:+Architectures,+Countermeasures,+a

nd+Challenges&source=gbs_navlinks_s&redir_esc=y 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 7：Kaiten のスクリプト上にあるハードコード化されたパスワードの一覧 

 

図 8：各種ハードウェアのアーキテクチャへの攻撃を示す Kaiten のスクリプト 

 

前述のとおり、Kaiten のオリジナルソースコードは、オープンソース化に伴い、他のサイ

バー犯罪者による変更や、新機能の追加、改善などが施されました13。こうして「Amnesia

（2017 年確認）14」「Muhstik（2018 年確認）15」、さらに巧妙化した「Capsaicin（2017

年確認）16」などの新たな亜種が作成されました。 

最近確認された Kaiten の亜種では、感染デバイスで以前から感染していた別のマルウェア

を駆除する「ボット駆除機能（ボットキリング機能）」が実装されていました。図 9 のよう

に、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラムでこの機能を自慢しているサイバー

犯罪者も確認されました。 

                                                           
13 https://www.zdnet.com/article/hackers-release-new-malware-into-the-wild-for-mirai-botnet-successor/ 

14 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/irresponsible-chinese-dvr-vendor-still-the-target-of-

iot-botnets-one-year-later/ 

15 https://threatpost.com/muhstik-botnet-exploits-highly-critical-drupal-bug/131360/ 

16 

https://books.google.com.ph/books?id=rcO2DwAAQBAJ&dq=Botnets:+Architectures,+Countermeasures,+a

nd+Challenges&source=gbs_navlinks_s&redir_esc=y 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 9.「pretty good botkiller」など、Kaiten に追加された機能を自慢している 

サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラムでの投稿 

このことからも、Mirai と同様、Kaiten もまた自身のボットネットの勢力を拡大させるため、

感染デバイスの制御を巡り、他のサイバー犯罪者と奪い合いを展開していることが理解でき

ます。  
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第三のボットネットマルウェアファミリー「Qbot」 

ボットネットマルウェアファミリー「Qbot」は、2008 年から活動が確認され、Mirai より

古いマルウェアファミリーと見なされています17。そして現在もサイバー犯罪者によって広

く利用されています。このマルウェアファミリーは、「Bashlite」「Gafgyt」「Lizkebab」

「Torlus」といった名称でも知られており18、古くから長期間存在している中19、その人気

は今も衰えていません。 

Qbot の特徴は、ソースコードが少数のファイルのみで構成されている点です。このため、

主要な設定をソースコードから直接行う必要があり、初心者にとっては使いこなすことが難

しい場合があります。実際、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラムでは、この

ボットネットマルウェアファミリーの設定方法を初心者に教える投稿が多数確認できます。

また Qbot の設定のサポートに関する宣伝も確認されています。 

さらに Qbot は、図 10 のとおり、複数のハードウェアアーキテクチャに対応しています。

ただし、前述の Kaiten とは異なり、通信には、TCP（Transmission Control Protocol）に

基づく C＆C サーバを使用しており、IRC などの高レイヤーの通信プロトコルには依存して

いません。 

 

図 10：Qbot が対応可能なアーキテクチャのインストールスクリプトの一部 

Qbot は目的のデバイスへ感染した後、ハードコード化された C＆C サーバへの接続を試み

ます。そしてコマンドを待機し、HTTP フラッド攻撃や UDP（User Datagram Protocol）

フラッド攻撃など、さまざまなタイプの DDoS 攻撃を開始します。 

                                                           
17 https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/qbot-banking-trojan-still-up-to-its-old-tricks 

18 https://www.cyber.nj.gov/threat-center/threat-profiles/botnet-variants/bashlite/ 

19 https://www.f5.com/labs/articles/threat-intelligence/qbot-banking-trojan-still-up-to-its-old-tricks 
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最近の Qbot の亜種では、他のボットネットマルウェアをアンインストールする機能も追加

されています。これにより、他のマルウェアが感染しているデバイスへ Qbot が攻撃を仕掛

けた場合、既に存在していた競合マルウェアを駆除することが可能になります。図 11 は、

この機能を指すコード部分を示しています。 

 

図 11：競合ボットネットマルウェア識別の文字列を含む Qbot のコードの一部 

Qbot が備えているこうしたプロセス終了機能からも、IoT ボットネットの作者同士がデバイ

スの制御を巡って争奪戦を繰り広げていることが分かります。争奪戦の最近の例としては、

2019 年 12 月投稿の記事で解説された IoT ボットネットマルウェア「Momentum」が特筆

されます20。図 12 のとおり、Momentum の検体には、他のマルウェアに関連するプロセス

名の長いリストが含まれていました。このリストは、競合するボットネットマルウェアに関

連するプロセス名の一覧であり、自身の感染時に排除すべきプロセスであることを意味して

います。リストには、Mirai などのよく知られたボットネットマルウェアファミリーのプロ

セスを含め、438 に及ぶ多数のプロセス名が記載されていました。 

                                                           
20 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/ddos-attacks-and-iot-exploits-new-activity-

from-momentum-botnet/ 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 12：強制終了するプロセス名のリストを含む Momentum のコードの一部 

 

図 13：マイクロプロセッサ「PowerPC」にコンパイルされた 

Momentum によるプロセス強制終了の動作 

このように Qbot でも、前述のボットネットマルウェアファミリーMirai と Kaiten 同様の戦

略が用いられているようです。つまり、感染デバイスを確保するため、以前の「所有者」か

ら奪い取るという戦略です。これらの 3 つの主要マルウェアファミリーの目的は、できるだ

け多くのデバイスに感染することであり、それを共有する選択肢は一切ないようです。図

14 は、それぞれの特徴をまとめた概要となります。 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 14：3 つの主要な IoT ボットネットマルウェアのソースコードに基づく概要 

次はさまざまなフォーラムや市場の調査から、これらボットネットマルウェアファミリーが

どのようにしてサイバー犯罪アンダーグラウンド市場で入手可能となっているかについて解

説します。 
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サイバー犯罪アンダーグラウンド市場の IoT ボットネットマル

ウェア 

サイバー犯罪者は、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラム、オンラインストア、

さらには Twitter や Instagram などのソーシャルメディアサイトでも、Qbot の他、多数の

Mirai の亜種を販売しています。また、IoT ボットネットマルウェアのレンタルサービスも

提供しており、一般的に手頃な価格で入手可能であるため、経験の浅いサイバー犯罪者に重

宝されています。例えば、Qbot のレンタル料はわずか 5 米ドルからとなっています。Qbot

と Mirai のオリジナルソースコードは無料で入手可能ですが、変更や新しい亜種の作成が伴

う場合、30 米ドルからの価格で購入できます。また、マルウェア対策ソフトの検出回避機

能の有無によっても料金が異なります。 

さらには「ボットネットでお金を稼ぐ方法」「基本的なボットネットの設定方法」といった

ガイドの広告も複数存在しています。こうしたガイドの価格はさまざまであり、無料で提供

されているものから、高額で販売されているものまで多岐に及びます。 

 

図 15：設定サービスを含む、Qbot や Mirai のレンタルを提供するストアの一例 

 

図 16：フォーラム上で Qbot 設定サービスの購入を検討しているユーザ 
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また、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場の広告の中には、独自のボットネット亜種、イ

ンフラストラクチャの設定サービス、競合のボットを駆除するボットキラー、Telnet ブル

ートフォース攻撃サービスなどを 1 つのパッケージにまとめて提供している例も複数確認さ

れています。こうしたパッケージサービスの場合、価格はより高価であり、150 米ドル以上

に達する場合もあります。 

 

図 17：Qbot による DDoS 攻撃のサービスパッケージの一例 

図 18 のような Twitter のスクリーンショットは、サイバー犯罪者が自分たちのサービス宣

伝に際して、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラムのみに依存しているわけで

ない状況を示しています。Twitter のような有名な SNS サービスも、ほぼ同じ方法でサービ

スの宣伝に使用されています。また、いわゆる「ミニ DDoS 攻撃」といったサービスの提供

も特筆されます。このサービスを使用すれば、標的の Web サイトに対して 5,500 秒の遅延

を約 1 時間半に渡って発生させることができます。この規模の攻撃は、ウェブサイトをダウ

ンさせるためには不十分かもしれませんが、オンラインゲームの世界で、ゲームに勝つため

に競合のサーバを一定期間利用不可にする点では十分有効です。 

 

図 18：月額 15 米ドルから利用可能な Mirai と Qbot のレンタルを宣伝する Twitter 投稿 
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図 19 のような Instagram での広告の場合、サイバー犯罪者は、サービス拒否（DoS）攻撃

および仮想プライベートネットワーク（VPN）という２つのサービスを販売していました。

このサイバー犯罪者は、感染デバイスを介してこれら２つの方法で収益を得ていると考えら

れます。この２つを駆使すれば、DDoS 攻撃で他のインターネットユーザを脅すために感染

デバイスを利用できるだけでなく、他のサイバー攻撃を実行する際にその IP アドレスを攻

撃元にできるからです。 

 

図 19：Mirai と Qbot のレンタルを宣伝するインスタグラムの投稿 

インスタグラムでは、ボットネットの再販広告も複数確認されました。これらの広告は、多

くの場合、広告主により、ボットネットからどれだけの利益が得られるかを顕示する写真や

動画も含まれています。 

 

図 20：Instagram の投稿で成功を自慢する IoT ボットネット販売者 
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オンラインで利用できる Mirai、Kaiten、Qbot 関連のサービスや価格をまとめると、下表の

とおりとなります。 

サービス 価格 

Mirai 

レンタル 
月額 5 米ドルから 15 米ドルまで 

無制限レンタル：35 米ドル以上 

亜種のソースコード 30 米ドル以上 

ソースコード 無料 

Kaiten 

レンタル 月額 15 米ドル 

ソースコード 

2016 年：設定サービス付き 300 米ドル 

2018 年：設定サービス無し 5 米ドル 

2010 年：無料 

Qbot 

レンタル 
月額 5 米ドルから 15 米ドルまで 

無制限レンタル：35 米ドル以上 

亜種のソースコード 30 米ドル以上 

ソースコード 無料 

設定 5 米ドル 

暗号化付きボットネットサービス 25 米ドル 

表 1：IoT ボットネットマルウェア関連サービスの価格（2020 年 3 月 31 日現在） 

これまで解説したとおり、今や IoT ボットネット関連のサービスは、簡単に手頃な価格で購

入して利用できます。しかも、サイバー犯罪アンダーグラウンド市場のフォーラムだけでな

く、大手 SNS のプラットフォームでも、これらの「商品」が大胆に宣伝されています。こ

うした点からも、サイバー犯罪の世界において IoT ボットネットが、いかに人気があり、入

手しやすい状況であるかが理解できます。 

 

  



 

22 
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「JenX」に関する事例 

ここでは、IoT ボットネットマルウェア「JenX」のデバイスへの感染で攻撃者が利益を得た

事例について解説します。この事例の場合、攻撃者は既存ツールの使用やフォーラムのやり

取りに依存しており、攻撃キャンペーンを実施する上で高度な技術的知識を持ち合わせてい

なかった点が特筆されます。また、感染デバイスを巡って展開される争いも確認することも

できます。この事例の攻撃者は、いわば「感染デバイスの奪い合いで活動する兵士」と見な

すことができるでしょう。 

JenX による攻撃は、人気のアクションアドベンチャービデオゲームシリーズ「Grand Theft 

Auto（GTA）」を利用するスペインのゲームコミュニティに対して行使されました。JenX

は、ボットネット「Masuta」および「Brickerbot」の双方のコードから作成されており21、

いずれも Mirai のコードを修正したものと推測されます22。また、図 21 のとおり、いずれの

バイナリにおいても「gosh that chinese family at the other table sure ate alot」（訳：「お

っと、隣のテーブルの中国人家族はガツガツ食らってやがる」）という悪態をつく文字列が

挿入されていました。 

 

図 21：Masuta に見られる同一文字列を含む JenX のソースコード 

JenX の C＆C サーバは「sancalvicie [.] com」のドメイン名を使用し、「San Calvicie」と

名乗るグループの Web サイトにホストされていました。この Web サイトは、GTA マルチ

プレーヤー向け Mod サーバや DDoS 攻撃サービスを提供しており、「最低価格 20.23 米ド

ルで帯域 290〜300 Gbps を保証する」と宣伝されていました23。 

                                                           
21 https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/jenx/ 

22 https://www.virusbulletin.com/virusbulletin/2018/12/vb2018-paper-tracking-mirai-variants/ 

23 https://blog.radware.com/security/2018/02/jenx-los-calvos-de-san-calvicie/ 
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図 22：「Corriente Divina」と呼ばれる DDoS 攻撃サービスの価格表 

（「Corriente Divina」とはスペイン語で「神聖な流れ」） 

JenX は、「Realtek SDK の Miniigd SOAP サービスにおける任意のコードを実行される脆

弱性（CVE-2014-8361）」24および「Huawei HG532 における入力確認に関する脆弱性

（CVE-2017-17215）」25という 2 つの既存の脆弱性を悪用します。これらは古い脆弱性で

すが、多くのデバイスにおいて修正パッチが適用されていない傾向があり、これらの脆弱性

の悪用が有効である可能性が高いと言えるでしょう。 

San Calvicie グループのリーダーは「Sergioo」の他、「Julice」や「Jennifer」などのハン

ドル名を使用しています。トレンドマイクロの調査によると、スペイン語圏では「Sergioo」

を使用しており、この人物は、「server[.]ls-rp[.]es」上の「LS-RP」と呼ばれる別の GTA

サーバの所有者としても知られています。 

2016 年以降、スペインの GTA ゲームコミュニティは、「Fenixzone」などの DDoS 攻撃ゲ

ームビジネスでの競合だけでなく、こうした San Calvicie グループのよるプレーヤーへの嫌

がらせにも対処してきました。その他、San Calvicie は Grand Theft Multiplayer（GTMP）

サーバや、前述したフランスのインターネットサービスプロバイダ（ISP）「OVH」も標的

にしているようです。 

                                                           
24 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-8361 

25 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-17215 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 23：GTA サーバに対する San Calvicie の攻撃に関する苦情の記事（2017 年）26 

また、リーダーの Sergioo は他の DDoS 攻撃サービス提供者へも攻撃を仕掛け、彼らを脅す

ことでサーバの販売を強要しています。場合によっては、購入後に奪取したサーバをシャッ

トダウンするケースもあります。このように、感染デバイスの奪い合いを巡る「ワーム戦争」

では、被害者のデバイスだけでなく、競合が既に使用している「武器（サーバや感染デバイ

ス）」の獲得にまで及んでいます。 

2018 年、「Grand Theft Multiplayer（GTMP）」は、元の所有者である「DurtyFree」によ

る維持が困難となり、売却される決定が下されました。この売却では、ゲーミングコミュニ

ティを支援していた GTMP のコーダーの 1 人により、当時最高額の 8,000 ユーロ（約 9,000

米ドル）の高値が付けられ、San Calvicie グループのリーダーSergioo は、Julice の名前で

買い取りに名乗りをあげました。そして最終的に DurtyFree は、GTMP とそのソースコー

ドを 3 万ユーロ（約 3 万 4,000 米ドル）で Julice へ売却しました。一方、ゲーミングフォー

ラムのメンバーは、Julice が GTMP の新しい所有者となることに対して懸念を表明してい

ました。一部では、Julice が GTMP クライアントを悪用して 2 万 5,000 メンバー規模のボッ

トネットを形成する恐れがあると言われていたからです。 

                                                           
26 https://forum.gtanet.work/index.php?threads/why-gta-network-accept-this.4092/ 
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ワーム戦争：IoT 分野におけるボットネット間の戦い 

 

図 24：Julice（別名：Sergioo）による GTMP 購入について議論するフォーラム投稿 

 

図 25：報復によりサーバが DDoS 攻撃を受ける懸念を語る 

GTMP 所有者からのチャットメッセージ 

YouTube のいくつかのゲームチャンネルでも、San Calvicie グループのメンバーへのイン

タビューが投稿され、このグループが他のゲームサーバにもたらす脅威について語られてい

ます。また、ゲームコミュニティからの Sergioo の追放を請願する「Change.org」のサイト

も存在し、既に 1,000 を超える署名を集めています。 
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図 26：San Calvicie とスペインの GTA ゲームコミュニティの間で進行中の 

DDoS 戦争を説明する YouTube の動画 

 

図 27：ゲームコミュニティから Sergioo 追放を求める「Change.org」の請願 

Sergioo は PayPal アカウントをハッキングしたことでも非難されています。PayPal アカウ

ントハッキング時の再設定用のメールアドレスが、Sergioo が以前使用していたものと特定

するオンライン投稿も確認されました27。 

また、IP レピュテーションサイト「AbuseIPDB」28によると、San Calvicie の関与が疑われ

るサーバ「Ls-rp[.]es」が、最近の 2020 年 6 月 9 日まで DDoS 攻撃に参加していたことが

指摘されています。 

                                                           
27 https://www.putoinformatico.net/crackeo-play-station-network/ 

28 https://www.abuseipdb.com/check/158.69.162.173 
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San Calvicie グループのリーダーとフォロワーは「Calvos for Locos」（「calvos」はスペ

イン語で「ハゲ」、locos は「クレイジー」を意味する）という名称の Facebook ページに

参加しており、このページには、他のゲームサーバに対する DDos 攻撃に関する会話、オン

ラインゲームの更新、ゲームメンバーに関する苦情などの投稿が掲載されています。 

 

図 28： San Calvicie グループに関する Facebook のファンページ 

San Calvicie は、本レポートで示した争いにおける典型的な攻撃者であり、特定の目的を持

って活動するグループと言えます。その目的は、競合を破壊することであり、それにより自

分たちのメンバーのゲームコミュニティを繁栄させることでもあります。そして目的達成の

ために IoT ボットネットを駆使しています。できるだけ多くの感染デバイスを奪取し、奪っ

た帯域を使用して他のゲームコミュニティへ DDoS 攻撃を実行します。さらに、帯域や

DDoS 攻撃の機能が販売されることもあります。そして販売された DDoS 攻撃の機能など

は、他のゲーミングコミュニティや、恐喝目的のサイバー犯罪者、その他さまざまな不正活

動に利用されることになります。 

しかもこれは例外的な事例ではありません。不正活動に必要な「武器」は非常に低価格であ

り、多くの場合は無料で入手可能であるため、いつでも誰でも、この「戦争」に参加するこ

とができます。  
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結論 

本レポートでは、攻撃者がさまざまなツールを駆使し、いかにしてオンライン上のルータや

デバイスを狙い、さらには競合からデバイスを奪取しているかを示しました。できる限り多

くのデバイスを掌握し、巨大ボットネットを築いたサイバー犯罪者グループが力を得られる

状況の中で、グループ同士で感染デバイスを巡る熾烈な争奪戦が繰り広げられているのです。

サイバー犯罪者は、感染デバイスを利用したサービスの販売、競合やその他のオンラインゲ

ームコミュニティやサーバへの攻撃など、さまざまな目的で感染デバイスを活用します。そ

の中で 1 つ共通点を挙げるならば、この「ワーム戦争」の中で競争に勝ち抜くには、攻撃者

は感染デバイスによる収益化の方法や競合を把握するだけではなく、競合の弱点を把握する

必要があるということです。 

通常、インターネットのユーザは、こうした争いが自宅のホームルータや IoT デバイスなど

で発生していることや、最終的にどのように影響を受けるかを理解していません。そうした

中で、ユーザはルータの責任ある所有者として、インターネット接続および各種のデバイス

の適切な管理・設定を行うことが求められています。それを怠った場合には、サイバー犯罪

者による被害に見舞われるだけでなく、サイバー犯罪者がデバイスを踏み台にして他の標的

にさらなる攻撃を仕掛けることになります。 

こうした問題は、多くの人々がテレワークを余儀なくされる現在、よりいっそう深刻化して

きています。自宅のルータに関するセキュリティ管理は、まさしくテレワークの生産性を左

右すると言えるでしょう。インターネット接続を高速化することは、一般的にはテレワーク

のために有効ではありますが、その一方で、ボットネットに利用される多数の感染ルータに

より、他のユーザへの攻撃や、サイバー犯罪者のリソースとしても消費されてしまいます。 

ルータおよびその他のインターネットに接続するデバイスのセキュリティ対策は、ボットネ

ットの勢力拡大を企むグループの攻撃を防ぐために必要です。そしてユーザは、感染デバイ

スを巡る「戦場」の回避を図り、デバイスやそれらの設定に対するセキュリティ対策を検討

することで、攻撃者グループの「武器」の力を抑えることができます。 

IT に詳しいユーザの場合、以下の手順に従い、ルータやデバイスの状態を定期的にチェッ

クすることをお勧めします。 

 不審な動作、不自然なアカウント、その他の異常がないかログを確認する 

 使用中のルータ、デバイスが最新のファームウェアであることを確認する 

 推測困難なパスワードを使用し、状況に応じて適宜パスワードを変更する 

 リモートログインを無効にし、ローカルネットワークのログインのみとする 

テレワークが日常化している現在、企業の IT 担当者は、各社員のホームルータのセキュリ

ティ対策の支援にも注力する必要があります。通常、ルータはそれぞれの国の ISP 等に応じ
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てさまざまなモデルが存在しています。こうした状況を考慮し、各ユーザに応じたヘルプガ

イドを作成しておくことでも、テレワークのセキュリティ対策に役立てることができます。 

デバイスは「ウイルスバスター for Home Network」29や「セキュリティソリューションの

ソフトウェア開発キット（SDK：Software Development Kit）」30といったセキュリティソ

フトウェアのソリューションによって保護することが可能です。これらにより、ルータおよ

びデバイス間のインターネットトラフィックをチェックできます。また、これらのソリュー

ションは、デバイスの可視性を高め、脆弱性評価を提供する上でも有効であり、各種のデバ

イスが戦場であると同時に戦利品でもある状況下において、ボットネットマルウェアによる

デバイスの乗っ取りを防ぐための重要なツールと言えます。 

 

  

                                                           
29 https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome/products/vbhn.html 

30 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2014/pr-20140926-01.html 
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参照 

IoT ボットネットマルウェア「JenX」および「Momentum」に関する「感染の痕跡

（Indicators of Compromise、IoC）」は、下表となり、関連ファイル名、IP アドレス、ド

メイン、SHA-256 のハッシュ値、さらには Linux 向け IoT マルウェア用に新たに開発され

たクラスタリングアルゴリズムである Telfhash（Trend Micro ELF Hash）などが含まれて

います31。 

マルウェア名 
ファイル名, IP アドレス

またはドメイン 
SHA-256  Telfhash 

JenX 

jennifer.arm 

a51c4e7bd27348bc24b694538e 

ee9b19e60727c49b362fe4cbac 

911caa015e21 

a621e248a7001fec2ff0894e83 

5ae237b4663890aa172855c75f 

9d5e4362fb77561833 

jennifer.mips 

04463cd1a961f7cd1b77fe6c9e 

9f5e18b34633f303949a0bb072 

82dedcd8e9dc 

24f03a5811381bf493818dddab 

ddff38a4a184df99692f378d00 

d9d9a721a829c01c3c 

jennifer.x86 

01ca8fe678b8375b60ba9571a4 

790448bade3b30b5d29665565f 

cbb1ab5f6ae 

8a1128e4be7294f9f2e4ac4d8b 

2e6726833606600f3364b944f2 

6dc136f1193a8f5c48 

50.63.202.73 x x 

184.168.221.51 x x 

sancalvicie.com x x 

skids.sancalvicie.com x x 

Momentum x 

0c95e0a62a035c86ef534e3124 

2ebf52ce1dfb3b420ca8bf8c7d 

7d0e94030581 

6ec1d8889c3b1dad5f131c0ca4 

1e6e52095bb6abb484bf95ff35 

ccc905a9029f868d0f 

表 2：JenX および Momentum に関する感染の痕跡（IoC） 

 

 

 

  

                                                           
31 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/grouping-linux-iot-malware-samples-with-

trend-micro-elf-hash/ 
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