
  

侵入の痕跡（Indicators of Compromises、IoCs）  

 

検体のハッシュ値 

SHA-256 パッケージ名 ラベル 

0c4b08bec1251b1ebc715a7ef1a7

12cdcb4d37ce0093d88f7fa73b0e

05bf7b0e 

com.sas.gplayservices.accesibilit

y 
GSERVICES 

38acf26161a2c6429ee40d9b70d

8419a9bd00eaa8740d221f943ce

a3229372dd 

com.sas.gservices.accesibility GSERVICES 

3bf85d0aff5ddc0c57e43b879631

ee692d98d01f5c964336471f1cdf

e0d291f8 
com.example.rat rat 

7cb0eb93de496e2141b6e054146

5ca71a84063867381085692885c

75aa59cb1b 

com.pdf.searcher.dd Pdf Searcher 

8ad18bd8f5d2f1fd9e00211170e8

a540ddf7f51618588fab31b4ddd2

b34b75e1 

com.pdfd.researcher.resaq_ver1 Caller 

c8e1a702a27309c22728792c64a

ad4abc14ec2bfad1b30a4f27b8eb

c6bcc68ff 

com.sas.gservices.accesibility GSERVICES 

C&C サーバ 

3.95.71.123:3000 

18.206.105.66:3000 

40.114.109.69:3000 

52.21.5.241:2000 

  



フィッシングサイトのドメイン 

http://gooogle[.]press/ 

MITRE ATT&CK フレームワーク 

戦術 手法 ID 詳細 

初期アクセス 
正規アプリケーションに

偽装 
T1444 

正規のチャットアプリに

偽装に使用 

永続化 

デバイスの管理者アクセ

ス権限を悪用して削除回

避 
T1401 

デバイスの管理者アクセ

ス権限のリクエストに使

用 

永続化 
デバイス起動時にアプリ

を自動実行 
T1402 

BOOT_COMPLETED の

受信に使用 

防衛回避 
アプリケーションのアイ

コンの隠ぺい 
T1508 

デバイスにアプリがイン

ストールされたことを隠

ぺいするための起動アイ

コン非表示に使用 

探索 
ファイルおよびディレク

トリの探索 
T1420 

外付けされたファイル保

存システムの列挙に使用 

探索 所在地の追跡 T1430 

デバイスの所在地追跡に

使用 

収集 通話履歴へアクセス T1433 通話履歴の収集に使用 

収集 
コンタクトリストへアク

セス 
T1432 

コンタクトリストの収集

に使用 

収集 音声取得 T1429 音声情報の記録に使用 

収集 SMS メッセージ取得 T1412 

SMS メッセージの収集

に使用 

https://attack.mitre.org/techniques/T1444/
https://attack.mitre.org/techniques/T1401/
https://attack.mitre.org/techniques/T1402/
https://attack.mitre.org/techniques/T1508/
https://attack.mitre.org/techniques/T1420/
https://attack.mitre.org/techniques/T1430/
https://attack.mitre.org/techniques/T1433/
https://attack.mitre.org/techniques/T1432/
https://attack.mitre.org/techniques/T1429/
https://attack.mitre.org/techniques/T1412/


収集 
ローカルシステムからの

データ取得 
T1533 

文書、写真、メディアフ

ァイルといったデバイス

内のファイルの収集に使

用 

収集 所在地の追跡 T1430 

デバイスの所在地追跡に

使用 

収集 スクリーンショット取得 T1513 

デバイス上のスクリーン

ショット取得するに使用 

送出 
標準アプリケーションレ

イヤプロトコル 
T1437 

標準 HTTP プロトコルを

使用 

指令＆制御 一般的でないポート T1509 

一般的でない 2000 番ポ

ートや 3000 番ポートを

使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://attack.mitre.org/techniques/T1533/
https://attack.mitre.org/techniques/T1430/
https://attack.mitre.org/techniques/T1513/
https://attack.mitre.org/techniques/T1437/
https://attack.mitre.org/techniques/T1509/
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