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はじめに

AMSI インタフェース標準は攻撃阻止を目的に設計されたものではなく、現在の AMSI バイパス防止 
(または検知) テクニックでは、このギャップを適切に埋めることはできません。このホワイトペーパー
では、AMSI とは何か、またどのように使用されるのかについて説明します。そして、ベンダーが組
織を確実に保護するために対処する必要がある AMSI バイパス手法について考察します。  

AMSI とは何か 
AMSI (Antimalware Scan Interface: マルウェア対策スキャンインタフェース) は、Microsoft により、
スクリプトベースの攻撃に対処するためのソリューションとして策定されました。この標準は急速に
普及し、その後、さまざまなアプリケーションで使用されています。AMSI はその高い人気ゆえにサ
イバー犯罪者の標的となっていて、回避や侵害を許しかねないセキュリティギャップにまつわる顕著
なリスクを数多くもたらしています。 

そこで Deep Instinct は AMSI の調査に着手し、既知のあらゆるバイパス技術を特定して調査しまし
た。この過程でわかったのは、現在使われている AMSI バイパステクニックは視野が狭く、AMSI の
すべてのセキュリティギャップを悪用しているわけではないということです。しかし、依然として重
大なリスクが存在します。重要なインフラストラクチャをセキュリティ侵害から保護するには、こう
した脆弱性がどこにあるのかを把握することが重要です。 

AMSI のアーキテクチャ 
Windows AMSI インタフェースはオープンな標準です。つまり、どのようなアプリケーションからも
呼び出すことができ、登録されたマルウェア対策エンジンであればどれでも、受け取ったコンテンツ
を処理することができます。

OS はメディエーター (amsi.dll) の役割を担い、AMSI で保護されるアプリケーションはこの amsi.dll 
をインポートする必要があります。
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AMSI の採用
AMSI は幅広く採用されており、エンドポイントソリューションが利用する多くのアプリケーション
や OS コンポーネントに統合されています。これらのソリューションは、特にスクリプトエンジン、
Office マクロ、WMI、.NET、UAC など、広範に悪用されている重要な攻撃可能面にアクセスしたり
可視化したりできます。 

AMSI サービスの使用方法
前述したように、どのようなアプリケーションでも、amsi.dll というシステム DLL をロードして、こ
の DLL がエクスポートする関数を呼び出すことで、AMSI サービスを利用できます。これには以下の
ような関数があります。

 AmsiInitialize — AMSI API を初期化します

 AmsiOpenSession — 複数のスキャンリクエストを相関付けることができるセッションを開きます

 AmsiScanBuffer — バッファをスキャンして悪意のあるコンテンツを探し、 
AMSI の結果を返します  
AMSI_RESULT はさまざまな値をとります。最も重要なものを以下に示します

 AMSI_RESULT_CLEAN — 適切なコンテンツであると確認されたことを示します

 AMSI_RESULT_NOT_DETECTED — コンテンツが検出されなかったことを示します

 AMSI_RESULT_DETECTED — スキャンにより悪意のあるコンテンツが発見されたことを示します

対象アプリケーションやコンポーネント 
（コンシューマー）

利用するエンドポイントベンダー 
（プロバイダー）

  PowerShell (2.0 以上)

  JavaScript

  VBScript

  VBA (Office マクロ)

  WMI

  ユーザーアカウント制御 (UAC) の昇格

  Excel 4.0 マクロ

  ボリュームシャドウコピーの操作

  メモリ内の .NET アセンブリのロード 
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最初に呼び出さなければいけない関数は AmsiInitialize です。この関数は 2 つのパラメーターを受け
取ります。アプリケーション名と、HAMSICONTEXT 型構造体への参照です。HAMSICONTEXT には 
4 つのメンバーがあります。Signature、AppName、Antimalware、SessionCount です。

typedef struct tagHAMSICONTEXT {

       DWORD        Signature;          // 「AMSI」または 0x49534D41

       PWCHAR       AppName;            // AmsiInitialize により設定

       IAntimalware* Antimalware;       // AmsiInitialize により設定

       DWORD        SessionCount;       // AmsiOpenSession により増加

} _HAMSICONTEXT, * _PHAMSICONTEXT;

 
AmsiInitialize を呼び出すと、amsiContext に適切な値が代入されます。

 Signature フィールドには、常に「AMSI」が設定されます

 AppName には、AmsiInitialize にパラメーターとして渡された文字列が格納されます

 Antimalware には、マルウェア対策製品を表すクラスのインスタンスが格納されます

 SessionCount は 0 に設定されます 

プログラムによってスキャンが呼び出されてコンテンツをスキャンする場合、毎回 amsi.dll のエクス
ポート (AmsiScanBuffer) を呼び出す必要があります。

このエクスポートは複数のパラメーターを受け取ります。最初のパラメーターは AmsiInitialize によ
り初期化された HAMSICONTEXT 構造体です。その後に、スキャン対象のコンテンツ、コンテンツの
サイズ、AMSI の結果を格納する AMSI_RESULT 型変数への参照が続きます。

AMSI のスキャンサービスを使用するコード例を見てみましょう。
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攻撃可能面の評価 :  AMSI のバイパス方法
AMSI によるチェックをバイパスする方法にはさまざまなものがあります。

方法 1 
AMSI の最も基本的な形態では、マルウェア対策ベンダーは許可しない文字列のリストを作成し、コ
ンテンツをスキャンしてその文字列が含まれているかどうかを確認できます。この方式では、文字列
が操作、難読化、またはエンコードされていると、文字列を検知できません。

以下の例では、Microsoft Defender で「Invoke-Mimikatz」という文字列を検知できない例が示され
ています。文字列が分割されていると、Mimikatz という悪意のある文字列が含まれていないように
見えてしまうためです。

ここでは文字列の変更が行われていますが、スクリプト自体は元と同じように実行されます。 

この例は正確には AMSI バイパスではありませんが、実際のスキャンのバイパス手法は実装ごとに異
なり、コンテンツをスキャンするプロバイダーによって大きく変わります。 

AMSI 標準は、こうした制限を認識して策定されており、実行される各 ScriptBlock のスキャンをベー
スにしています。スクリプトが実行時に生成され、複数の難読化解除段階を経ている場合 (Invoke-
Expression が使用されている場合など) は、実行ごとにスキャンが行われます。

攻撃者にとってより効果的なアプローチは、AMSI を無効化して、残りの実行の間、プロバイダーに
よるチェックを回避することです。
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方法 2 

攻撃者による AMSI の無効化方法

AMSI の内部動作
AMSI サービスの使用プロセスをさらに詳しく調べましょう。

AmsiInitialize は amsi.dll のエクスポートであり、AMSI サービスを初期化する際に呼び出す必要があ
ります。 

AMSI サービスの初期化とは、どういうことでしょうか。以下に概要を説明します。

AmsiInitialize は、前述したとおりの処理を実行します。つまり、amsiContext に適切な値を代入し
ます。amsiContext フィールドのほとんどは単純なものですが、antimalware フィールドはより重
要です。

AMSI アーキテクチャは、コンシューマー、仲介者 (amsi.dll)、プロバイダーという 3 つの要素から成
るチェーンとして設計されています。攻撃者が AMSI をバイパスしたい場合、AMSI チェーンのいず
れかのリンクを破壊できます。
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このフィールドには、CAmsiAntimalware という名前のクラスのインスタンスが入力されます。
CAmsiAntimalware クラスは amsi.dll により管理され、IAntimalware というインタフェースを実装
します。 

amsi.dll のコードは、このクラスを含め、文書化されていません。

このクラスの内容を理解するには、リバースエンジニアリングが必要になります。

このクラスのインスタンスを作成する場合、FinalConstruct という関数を呼び出します。次に 
AmsiComCreateProviders 関数を呼び出し、CAmsiAntimalware クラスの属性をパラメーターとし
て渡します。

このクラスは文書化されていないため、(リバースエンジニアリングの結果から) 想定できるのは、こ
のパラメーターに、マシンにインストールされているプロバイダーのリストが保持されていること
です。

プロバイダーはチェーンの最終部分にあたります。ここに、コンシューマーから受け取ったコンテン
ツをスキャンし、悪意があるかどうかを検知・判断するために使用されるコードがあります。

AMSI サービスを提供するソフトウェアは、レジストリキー HKLM\Software\Classes\CLSID に CLSID 
エントリを作成し、同じ CLSID をレジストリキー HKLM\Software\Microsoft\AMSI\Providers に登
録することにより、自身を AMSI プロバイダーとして登録します。
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この仕組みを理解すると、AmsiComCreateProviders が理にかなっていることがわかります。システ
ムにインストールされているプロバイダーを判断する場合、AmsiComCreateProviders 関数はレジス
トリキー Software\Microsoft\AMSI\Providers を列挙します。

このキー下に列挙された各 CLSID に対して、AmsiComSecureLoadInProcServer 関数が呼び出され
ます。 

この関数は、各 CLSID からインスタンスを作成して IAntimalwareProviders のリストに追加します。
IAntimalwareProviders は CAmsiAntimalware クラスによって保持されており、パラメーターとして
渡されています。
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これまでに詳しく説明したように、Software\Microsoft\AMSI\Providers に登録されているものと同
じ CLSID を Software\Classes\CLSID に登録する必要があります。

AmsiComSecureLoadInProcServer は、InprocServer32 サブキーからコンテンツを抽出します。こ
のコンテンツは、プロバイダーの DLL のフルパスです。次に、この DLL をプロセスメモリにロード
して、この DLL がエクスポートする関数 DllGetClassObject を呼び出します。

DllGetClassObject は、プロバイダーの COM IClassFactory オブジェクトへのポインターを取得し
ます。

ここから後は、IAntiMalwareProvider インタフェースを実装するオブジェクトの新しいインスタン
スを作成するフローになります。このオブジェクトは、CAmsiAntimalware オブジェクトが保持する
リストに追加され、後で AmsiScanBuffer などの他の amsi.dll 関数により呼び出されます。

レジストリキーを追加するだけでなく、AMSI プロバイダーは、IAntimalwareProvider COM インタ
フェースを実装する必要があります。このインタフェースは AMSI の主要原則を成すもので、Scan、
CloseSession、DisplayName の 3 つの関数を宣言します。

第 1 の解除手法の紹介 – プロバイダーの初期化パッチ
現在の AMSI バイパステクニックは、コンシューマー、メディエーター、またはプロバイダーをリン
クする一連の AMSI チェーンを破壊することに基づきます。セキュリティベンダーの保護手法は、主
にこれらの既知のテクニックによる破壊に対して作られています。

Deep Instinct の新しい解除テクニックでは、セキュリティベンダーにとって直感的には保護すべき
と思われない対象、つまりプロバイダー自体を破壊します。

このテクニックでは、プロバイダーの DLL 内の DllGetClassObject 関数の先頭数バイトにパッチを適
用します。その結果、AMSI の初期化プロセスに干渉して無効化できるようになります。

AMSI を無効化するには、DllGetClassObject へのパッチだけでは不十分です。バイパスコードが実行
されている場合、AMSI は既に初期化済みであり、DllGetClassObject は一切呼び出されません。その
ため、何も妨害できません。
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AmsiUninitialize は、呼び出し元のプロセスの AMSI サービスを初期化解除する関数であり、パラメー
ター (AmsiInitialize で初期化されたもの) として amsiContext を必要とします。

ほとんどのコンシューマーは、クリーンアップコードを実装しています。このコードは特定の状況で
トリガーでき、AMSI の初期化解除を実行する場合に呼び出します。PowerShell では、リフレクショ
ンを使用してこのコードを呼び出すことができます。

AmsiUtils クラスは Uninitialize() という関数を宣言し、これによって AMSI セッションを閉じて 
AmsiUninitialize を 呼 び 出 し ま す。AmsiUninitialize の 呼 び 出 し 時 に 使 用 す る amsiContext は、
PowerShell により初期化されており、AMSI コントローラとして機能します。

この点を考慮することでようやく、まだ公開されていなかった未発見の新しい AMSI バイパスを実行
できるようになります。

DllGetClassObject を実行して失敗させるには、AMSI の再初期化を強制的に実行する必要があります。
amsi.dll は AmsiUninitialize という関数をエクスポートしており、これがこの目的の達成に役立ちます。
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このスクリプト (PowerShell で実装されていますが、他の AMSI コンシューマーでも実装可能) は、
マシンにインストールされているすべてのプロバイダーをループ処理し、その DllGetClassObject エ
クスポートにパッチを適用します。 

そして AMSI を初期化解除し、次の試行の前に、PowerShell が自動的に AMSI の再初期化を試みるよ
うにします。しかし、おわかりのように (PowerShell にはわかっていませんが)、これは失敗します。 

AMSI の初期化に失敗すると AMSI は無効化され、その後実行されるすべてのスクリプトは、どの 
AMSI プロバイダーでもスキャンされません。

第 2 の解除手法の紹介 — プロバイダーのスキャンパッチ
AMSI の初期化解除は、いつも行えるとは限りません。この場合、初期化する代わりに、amsi.dll の
他の領域にパッチを適用して AMSI のスキャンプロセスを妨害できます。

各 AMSI スキャンプロセスはまず、amsi.dll からエクスポートした AmsiScanBuffer を呼び出します。

AmsiScanBuffer は、amsiContext の Antimalware フィールドの Scan 関数を呼び出します。
これまでに確認したように、このフィールドには CAmsiAntimalware クラスのインスタンス
が保持されているので、この関数が呼び出されることになります。
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こ の 関 数 は、 マ ル ウ ェ ア 対 策 プ ロ バ イ ダ ー の リ ス ト を ル ー プ 処 理 し ま す。 こ の リ ス ト は、
CAmsiAntimalware オブジェクトによって保持されていて、AmsiInitialize に割り当てられたもので
す。各プロバイダーオブジェクトは、IAntiMalwareProvider インタフェースと Scan 関数を実装して
おり、この関数が各プロバイダーに対して呼び出されます。

いずれかの Scan 関数の呼び出しで悪意のあるコンテンツを示す結果が返された場合、スキャンは停
止し、見つかった AMSI の結果が返されます。悪意のあるコンテンツが見つからなかった場合は、問
題なしという結果が返されます。

この場合、プロバイダーを妨害する最も明白な方法は、プロバイダーの Scan 関数にパッチを適用す
ることです。

最初のバイパススクリプトでは、DllGetClassObject 関数を破損させました。この関数はエクスポー
トされているので、簡単に見つけることができました。今回は、各プロバイダーの Scan 関数を特定
する別の方法を見つける必要があります。このためには、AmsiInitialize の振る舞いを利用できます。
コンシューマーは AmsiInitialize を呼び出すたびに、CAmsiAntiMalware の新規インスタンスを保持
する、新しい amsiContext を受け取ります。

このインスタンスを破損させた場合に妨害できるのは、この特定の amsiContext に対して実行され
るスキャンリクエストだけです。オリジナルの amsiContext をメモリ内で見つけることはできます
が、このプロセスは確実ではありません。

ここで、リバースエンジニアリングプロセスを活用できます。すべての CAmsiAntiMalware インスタ
ンスは、プロバイダーの DLL 内部の同じ Scan 関数を指すようになります。AmsiInitialize を独自に
呼び出して、新たに割り当てられた amsiContext を受け取ることができます。こうして割り当てら
れた amsiContext はプロバイダーの DLL 内部の同じ Scan 関数を指すようになり、メモリから取り
出せます。 

それでは amsiContext のメモリを調べてみましょう。

amsiContext の 3 番 目 の メ ン バ ー は、CAmsiAntiMalware の イ ン ス タ ン ス を 指 し ま す。 そ し て 
CAmsiAntiMalware は、オフセット 36 (32 ビットアプリの場合) に、初期化されたすべてのプロバイ
ダーの IAntiMalwareProvider オブジェクトのリストを保持します。

これらのオブジェクトは vtable へのポインターを保持しており、その vtable に、クラスがアクセス
できる各仮想関数のエントリが含まれています。この vtable 内の 4 番目の関数がプロバイダーの 
Scan 関数になります (IUknown インタフェースを実装する IAntiMalwareProvider インタフェースの
定義のとおり)。
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32 ビット用の最終的なバイパススクリプトは以下のとおりです。
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64 ビット用に調整したスクリプト (オフセットが異なる) は以下のとおりです。

このバイパススクリプトは、CAmsiAntiMalware に保持されているすべてのプロバイダーをループ処
理して Scan 関数を見つけ、パッチを適用して最初の命令時に戻るようにします。これにより、スキャ
ンプロセスの内容を空にして、AMSI_RESULT 値が常に AMSI_RESULT_CLEAN になるようにします。

このバイパス実装の主な利点は、セキュリティベンダーによってマークされている「AmsiUtils」と
いう文字列を使用しないところです。見つからないかもしれないレジストリキーを利用することがな
く、ASMI を初期化解除する必要もありません。実装が複雑である理由は、パッチを適用する関数が
プロバイダーによってエクスポートされないため、メモリ内で自力で見つける必要があるからです。
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結論
AMSI の回避は、最初の見た目よりも簡単です。AMSI の設計自体に原因があるためです。AMSI のコ
ンポーネントはすべて同じメモリ空間にロードされ、そこでは OS のプロセス分離の制約が適用され
ません。このホワイトペーパーの冒頭で述べたように、AMSI インタフェース標準は、このような攻
撃を阻止するために設計されたものではなく、現在の AMSI バイパス防止 (または検知) テクニックで
は、このギャップを適切に埋めることはできません。

この脆弱性を回避するためにできること 

顧客の観点からは、できることはほとんどありません。AMSI バイパス攻撃は起こり得るのです。既
知の悪意ある文字列に対応しても、難読化テクニックでいくらでも回避が可能です。 

しかし、セキュリティベンダーの観点からは、できることがたくさんあります。すべてのセキュリティ
ベンダーは、amsi.dll のメモリ空間に加え、自社製品のメモリ空間の保護を強化することも検討すべ
きです。既知の文字列に対するシグネチャーだけに頼らないことも重要です。

ホワイトハッカーの観点から見ると、今回の AMSI の初期化による解除は、AMSI の初期化プロセス
に干渉して AMSI を無効化する手法に新たな可能性を開くものです。これは、AMSI のスキャンプロ
セスに干渉するこれまでのテクニックとは異なるアプローチです。

すべてのバイパススクリプトは Deep Instinct のリポジトリにあります。 
https://github.com/deepinstinct/AMSI-Unchained 

Black Hat での発表以降の対応

Black Hat ASIA でこの研究を発表して以来、多くのブログや他のペンテスト関連チャンネルから謝辞をいただ
きました。また、この調査は @S3cur3Th1sSh1t によってリツイートされ、AMSI バイパスに関するほぼすべて
の情報源に追加されました。

2022 年 5 月、Deep Instinct のセキュリティ調査チームのリーダーを務める Maor Korkos は Black Hat ASIA に
招待され、このテーマでセッションを行いました。このセッションでは、既知の AMSI バイパステクニックす
べてについて概要を説明し、こうしたテクニックから保護するために EDR (エンドポイント検知と対処) ベン
ダーができる取り組みを紹介しました。その内容はこのホワイトペーパーでは取り上げませんが、このトピッ
クについて知識を深めたい場合は、こちらから Maor のプレゼンテーションをご覧いただけます。

参考資料

 https://learn.microsoft.com/ja-JP/windows/win32/amsi/antimalware-scan-interface-portal
 https://github.com/S3cur3Th1sSh1t/Amsi-Bypass-Powershell 
 https://rastamouse.me/memory-patching-amsi-bypass/
 https://twitter.com/mattifestation/status/735261176745988096?lang=ja
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