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それは無害な存在?
それとも冷酷な犯罪者?
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2010 年は、
ソーシャルメディアが幅広く多くの分野で取り入れられ、革新的なモバイルデバイ

スが普及したことで、人とテクノロジーの付き合い方、そして人間同士の付き合い方までが進
化した年でした。

今やスマートデバイスがない生活は考えられないほどに浸透しており、iPhone や BlackBerry

を紛失した経験のある人々はこのことを特に容易に理解できると思います。

一方、モバイルデバイス、
ノート PC、
デスクトップコンピュータのいずれのユーザーでも、かつ

てないほどの高い割合でソーシャルネットワークを利用しています。この新しいテクノロジー
は、友人や同僚、顧客とのコミュニケーション手段に大きな変化をもたらしています。

ソーシャルネットワークは、
日々の暮らしを根本から変えるだけでなく、仕事をしているのか、
情報を単に利用/共有しているのかの区別を付けにくくしています。

今日では、ユーザー自身が「情報コンテンツ」そのものになってきています。
モバイルコンピューティングの利用が急増することで、
ソーシャル Web サービスの影響力が
拡大しており、両者は相互に成長を促し合ってきました。

こうした状況によって、容易に
「情報コンテンツ」
を共有でき、
どこからでもアクセスできることが

グローバル スタンダードとなってきているため、ユーザーの生活におけるプライベートと仕事
の領域が変化し、それらの区別があいまいになってきています。
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当然ながら、サイバー犯罪者などは、今回のようなテク

ノロジーの進化についても綿密に調査し、
テクノロジー

自体に含まれる脆弱性や人間本来の弱さを悪用しよう

と画策しています。

サイバー犯罪者は、人々の
好奇心を巧みに利用する

サイバー犯罪者は人々の好奇心、人間の持つ弱さや、

ことで、無防備にテクノロ

ユーザーに心理的な罠を仕掛け、金銭的利益を得ま

ジーを利用するユーザー

だまされやすい性格を利用して、何の疑いも持たない
す。

ソーシャルネットワーキングの Web サイト、
アプリケー
ション、
デバイス、ユーザーを狙うマルウェア詐欺や攻

撃が急増していますが、同時に従来型の攻撃も高度に

に心理的な罠を仕掛け、
金銭的利益を得る

なり、最先端のソフトウェアやハードウェア、Web サイト
が標的とされています。
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2010 年末頃には、内部告発サイトである WikiLeaks が世界中を騒がせました。
こ

のサイトでは、匿名のニュースソースや漏えいしたニュース情報からの個人情報、機
密情報、極秘文書が公開され、報復を目的とする高度なサイバー攻撃が絶えず引き
起こされました。

これは、大企業、政府、ひいては個人であっても、
データセキュリティとサイバー犯罪
に対する警戒が重要であることを明らかにしています。

ソフォスは、常に最新の攻撃手法の調査・追跡を続け、攻撃の阻止と保護対策を講じ
てきました。

2011 年以降も同様にセキュリティ上の安全を確保していくためには、2010 年にお
ける脅威動向を的確に把握することが不可欠です。

本レポートでは、脅威の内容とその仕組みを説明し、
システムやデータを保護するた

めのツールや手法について詳しく説明します。
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脅威を特定する
注意すべきポイント
2010 年に SophosLabs が分析した 1 日あたりのマルウェアの検出数は約 9 万 5 千件で、2009 年の検出数の
約 2 倍に膨れ上がりました。
これは、1 年 365 日 24 時間にわたり、常に 0.9 秒ごとに 1 件の新たなマルウェア

ファイルが検出されたことを意味します。

加速度的にマルウェアの脅威が増加しており、警戒と対策が必要なことは明らかです。
今日のハッカーがマルウェアを作成する目的は、以前よりもはるかに明確です。世間から注目されることだけでは

なく、巨額な金銭的利益を得ることを目的としています。

ソフォスでは、
そうしたマルウェアの攻撃手法を解析し、適切な保護対策によってお客様のシステムを常に攻撃
からブロック・保護できるようにしています。

ここから 2010 年に発生した重大な脅威を見ていきます。
2010 年に発生した脅威を警戒することは、決して無駄ではありません。
それらは 2011 年にも出現する可能性
があります。
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偽のウイルス対策ソフトウェア

2010 年に頻発していた脅威の 1 つに、
「スケアウェア」や「押し
売りソフト」
とも呼ばれる偽のウイルス対策ソフトウェアがあり
ます。
この種の攻撃では、本物のセキュリティソリューションに巧妙に
似せたり、場合によっては直接なりすましてユーザーのシステム
に侵入することで広く拡散していきます。
ユーザーは、
システムが悪意のあるマルウェアに感染している
という警告を受け、その脅威を取り除くためにソフトウェアの「フ
ル」バージョンの代金を支払うよう強制されます。
当然ながら、そのサイバー詐欺師に代金を支払っても、保護機
能が提供されることはありません。

偽のウイルス対策ソフトウェアの脅威への対抗策として最初に
有効なのは、ユーザーに対してこうした脅威に関する情報を事
前に伝達することです。
ただし、
この対抗策でさえ、正規サイトや
サービスプロバイダが情報提供を賢明な方法で行わなければ、
うまくいかないこともよくあります。
たとえば、米国のインターネットサービスプロバイダである
Comcast 社は、ボットネット感染の疑いがあることについてユー
ザーに警告を発信したことがあります。
この警告は本物でしたが、一部のユーザーは 偽のウイルス対策
ソフトウェアによる偽の警告 であることを疑い、本物の警告であ
るかどうかを判断できなくなる可能性がありました。

実害がない場合がほとんどですが、実際にはシステムに追加で
マルウェアがインストールされ、
クレジットカード情報が盗まれ
ることがよくあります。
この種のデータは非常に簡単に受け渡しされるため、
これを利
用してサイバー犯罪者は銀行の口座情報を引き出すことも、完
全に本人になりすますこともできます。
明らかに、
このような不正な製品を広めるハッカーの詐欺行為
は成功しています。現在でも、実に 50 万種類以上も偽のウイル
ス対策ソフトウェアの亜種 が出回っています。
ユーザーの不安な心理につけ込んで罠を仕掛ける以外にも、被
害者のコンピュータに不正なソフトウェアを入り込ませるための
数々のやり方があります。
ユーザーが不正な Web ページや感染した Web ページにアク
セスすると警告メッセージのポップアップが表示されるような直
接的なやり方もあれば、
より一般的にソーシャルエンジニアリン
グ手法を用いてスパムメールの受信者自らが不正な添付ファイ
ルを開くように誘導するという方法もあります。
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サイバー犯罪者は銀行の口座
情報を引き出すことも、完全に
他人になりすますこともできる
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インターネットマーケティング
手法を利用した攻撃

ブラックハット SEO 攻撃
と SEO ポイズニング
攻撃について
SEO (検索エンジン最適化) とは、検索エン
ジンによる表示結果を最適化する方法で
あり、一般的なインターネットマーケティ

メールなどの従来の手法が依然として脅威の
主要な拡散手段である一方で、偽のウイルス対
策ソフトやその他のマルウェアが Web を通じ
て蔓延しています。
検索エンジンは Web への入り口として人々に
利用されています。
サイバー詐欺師は、Google、
Bing、Yahoo! といった検索エンジンの検索結
果ページを巧みに操作して、被害者を不正なペ
ージに誘導します。
こうした不正なページにはさまざまな危険が存
在します。
ブラウザに対する攻撃コードが仕込ま
れており、サイトに誘導されてきたユーザーを感
染させようと待ち構えています。
正規の SEO (検索エンジン最適化) 技術が悪用
される場合もあります。
正規の SEO 技術は、マーケティングツールとし
て一般的に利用されていますが、ハッカーによ
って SEO が悪用され、
さらに悪質な手法が加味
されると、
「ブラックハット SEO」
と呼ばれるもの
になります。
「SEO ポイズニング」
と呼ばれるブラックハット
SEO 攻撃を受けると、検索エンジンの結果ペー
ジが汚染され、ユーザートラフィックが悪質なサ
イトに誘導されてしまいます。
Google 社は、最大 1.3% の検索結果ページが
感染 していると報告しました。

ング手法として多くの企業がインターネッ

被害者は誘導されたその Web ページから、
さ
らに悪意のあるサイトや汚染されたサイトにリ
ダイレクトされます。

トでの自社のプレゼンス向上のために活

こうしたサイトで、サイバー犯罪者はユーザーの
コンピュータにマルウェアを感染させたり、偽の
商品やサービスをユーザーに売りつけて個人
情報を盗もうとしたりします。

が適切に選択されて、目的のページが表

サイバー詐欺師は、被害者の数を増やすため
に、人気急上昇のニュースや人気の高い「旬の」
検索用語など、多数のトラフィックを生み出す可
能性のあるキーワードをハイジャックします。
2010 年に検索エンジン利用者を標的に悪用
されたトピックには、地震や津波などの自然災
害、
オスカーの話題やハリウッドスター/王室の
恋愛話などのエンターテインメント情報、サイバ
ーいじめを受けた被害者の痛ましい話などがあ
りました。
さらには本物のウイルス対策会社のプレスリリ
ースをハイジャック して、汚染された検索結果
ページでユーザーをクリックさせるという手口ま
で発生しました。

用しています。
SEO を利用すると、キーワードとトピック
示されやすくなり、
リンクランキングに基
づく検索エンジン結果でも上位に表示さ
れるようになります。
サイバー犯罪者が SEO の手法を悪用 す
る場合は、大きなニュースや祝日など、
人気や話題性のあるトピックが利用され
ます。
悪意のあるサイトは、人気のある検索用
のキーワードを参照し、検索エンジンから
トラフィックを誘導します。
サイバー犯罪者向けの裏のフォーラムで
は、検索先の正規の Web ページからコン
テンツを盗むカスタムツールが販売され
ています。
また、検索エンジンで上位にラ
ンクされるように、サイトのあるドメイン
全体にわたってページを相互リンクするこ
ともできます。
誘導先のページを閲覧すると、閲覧者の
ブラウザの脆弱性が攻撃され、多くの場
合にマルウェア攻撃が実行され、偽のウイ
ルス対策ソフトウェアであるスケアウェア
などを実行させようとします。

つまり、SEO ポイズニングが行われると、ユーザ
ーは不正に操作された検索結果ページから悪
質なページにアクセスさせられてしまいます。
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ソーシャル
エンジニアリングとは

ソーシャルネットワークでの
ソーシャルエンジニアリング手法

ソーシャルエンジニアリングとは、広くは、
心理的な罠を駆使して、ユーザーのオンラ
インセキュリティの効力を弱める行為を
意味します。
この手法によって、
メールの添付ファイル
を開く、ボタンをクリックする、
リンクにア
クセスする、個人情報をフォームに入力す
るといった動作に誘導されてしまいます。
あらゆる詐欺やマルウェアを広める手段
の多くで、
このソーシャルエンジニアリン
グの手法が活用され、人間の欲望、不安、
ちょっとした好奇心に付け入って、普段は
オンラインのセキュリティに注意している
ユーザーの心の隙をつきます。
「トロイの木馬」型のマルウェアは、
ソー
シャルエンジニアリング手法の古典的な
例です。
その名前の由来は、ギリシャ神話の中で
ギリシャ人がトロイの門に贈り物として
置いていった巨大な木馬ですが、今日の
コンピュータウイルスとしての「トロイの
木馬」
もセキュリティ対策を巧みに欺き
ます。
トロイの木馬型のマルウェアは通常、
「無
料」のソフトウェア、
または使用期限の設
定が解除されたソフトウェアファイルな
どを偽装したかたちで送られてきます。
ま
た、ポルノ動画のファイルである場合もあ
り、セキュリティ対策をすり抜けられるそ
の他のあらゆる形態で送信されてきます。
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2010 年半ばまでで、Facebook は 5 億人のアク
ティブユーザーを抱えており、最大のソーシャル
ネットワーキングサイトであるだけでなく、Web
における最も人気のあるアクセス先の 1 つとな
っています。

クリックジャックでは、
ソーシャルエンジニアリン
グの常套手段が活用 され、新しい被害者を誘
導し、偽のリンクをクリックさせます。2010 年に
は、
これらの攻撃の多くがさらに悪質になって
います。

ソーシャルネットワーキングの台頭により、人々
とインターネットとの関わり方も変わりつつあり
ます。

面白い話、有名人の不名誉な写真、重大なニュ
ース、娯楽イベントなどを利用するありがちな
仕掛けも多く見られましたが、同時に、奇異なコ
ンテンツや陰惨・残酷なコンテンツも急増しま
した。

若い世代のユーザーは、
コミュニケーション手
段としてメールではなく、Facebook、Twitter、
そ
の他のソーシャルサイトを利用する傾向にあり
ます。
当然ながら、
この巨大でユーザー同士が緊密に
結びついたネットワークは、詐欺師やマルウェ
アを悪用する攻撃者の格好の標的になってお
り、2010 年には年間を通じて攻撃が多様化し、
攻撃数も増加の一途を辿りました。
Facebook ユーザーを襲うよくある攻撃の 1 つが
「UI 着せ替え攻撃」
とも呼ばれる「クリックジャ
ック」です。
これらの攻撃は、不正に作成したページでボタ
ンの元々の機能を隠して、
まったく違うページを
表示させてしまうというものです。

自殺、自動車事故、
サメによる攻撃 といった話
や、人気飲料の「恐ろしい」作用、過激な復讐物
語などはすべて、2010 年のクリックジャック詐
欺で悪用されたコンテンツでした。
昨年中は、
サイバー詐欺師によって新たな詐欺
事件が多数発生 しました。
通常、
クリックジャック攻撃はソーシャルネットワ
ーキングのリンクスパムを蔓延させるだけでな
く、重要な個人情報へのアクセスを許可させた
り、何かを購入させてしまうような別のアクション
を同時に実行します。
クリックジャックが実行される主な動機となるも
のは、
サーベイ詐欺から得られる金銭です。

多くの場合、不正なページのコンテンツを共有し
たり、
「Like (いいね)」
ボタンをクリックすると、ニ
ュースフィードやステータスアップデートを介し
てこの攻撃が連絡先に含まれるユーザーに送信
され、詐欺が広まっていきます。
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ソーシャルエンジニアリングの手法で
だまされないようにするには
1. うま過ぎる話には乗らないこと。おそらく詐欺です。
2. 自問自答すること。インターネットユーザーが何百万人もいる中で、なぜ自分
1 人が選ばれて一攫千金の特別チャンスを得るのか。適切な理由が思いつか
なければ、それはおそらく詐欺です。
3. 読むものがすべて正しいとは思わないこと。メールや Web サイトが魅力的
に表現されているからといってその内容が真実とは限りません。
4. 我慢すること。あまりにも多くのユーザーが予想される結果をよく考えずに、
衝動的な欲望に駆られて
「セクシー」な内容へのリンクや興味をそそられる添
付ファイルをクリックしたがために、インターネット犯罪の被害者になってい
ます。
5. 情報を要求する側の身元や機関に確信が持てなければ、個人や会社/組織の
情報を提供しないこと。
6. 個人情報や金融関係の情報をメールに記入しないこと。そうした情報を入
力するためにリンクをクリックするように要求するメールには警戒してくださ
い。
7. メールが正規のものでない可能性がある場合は、会社や組織に直接問い合
わせて確かめること。ただし、そのメールに記載されている連絡先は使用し
ないでください。偽物である可能性があるため、連絡先は自分で独自に調べ
てください。
8. アクセスする Web サイトの URL を再確認すること。フィッシングサイトによ
っては実際のサイトとまったく同じに見えるけれども URL がわずかに違うと
いうことがあります。
9. Web サイトのセキュリティに確信が持てない場合、インターネットで機密情
報を送信するときには注意すること。
10. 突然の電話やメールで従業員やその他の情報を尋ねるような場合には警戒
すること。詐欺師がかけている可能性があります。
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「サーベイ詐欺」では、
スパムメッセージに記載した
リンクからアプリケーションをインストールするよう
ユーザーを誘導します。
ユーザーは、
アプリケーションによって提供されるは
ずの機能 (これは、実際には存在しない場合も多い
のですが) を利用できるようにするために、個人デー
タへのアクセスを許可することを求められます。
アクセスを許可すると同様のリンクがユーザーのプ
ロファイルページなどに表示されることになり、
それ
と同時にユーザーは、各種のサーベイ用のフォーム
への入力を求められます。誘導したサーベイ数に応
じて、
アプリケーション作成者はアフィリエイトシステ
ムを介して金銭を得ることになります。
Facebook の創業者と経営陣はスパムや詐欺からユ
ーザーの安全を守ることが最優先事項であると明言
し、セキュリティ専門家で構成される大規模なチーム
を編成して、疑わしいアプリケーションが検出された
り、ユーザーから指摘を受けたりすると、すぐに削除
する対応をとっています。
それにもかかわらず、
サイトのユーザー数はさらに
増加し、
より一層ハッカーの攻撃の格好の標的にな
ってきてしまっているため、問題は増大し続けてい
ます。
Facebook に大規模に広まってきている悪意ある活
動を抑制することは極めて困難になってきており、ユ
ーザーもそのことに気づき始めています。
ソフォスが 2010 年 6 月に実施した調査 では、回
答者の 95% が Facebook に対して、問題となった
Facebook 上の「Like (いいね) 」
ボタンのクリックジ
ャック攻撃 への対策を強化し、
サイトでプラグインを
厳しく規制するよう促して欲しいと答えています。
しかし、Facebook 側ではこの提案に対応できない
のか、
あるいは対応する気がないのかは不明です
が、攻撃を撲滅するために必要なリソースに対する
投資・導入を行っていません。
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プライバシーとセキュリティに関する Fackbook の
設定にちょっとした変更があるたびに激しい論争
が繰り広げられます が、機能と使いやすさを重視
する意見がセキュリティを重視する意見よりも多い
ようです。

ソーシャルネットワークのスパム、
フィッシング、およびマルウェアの報告事例が増加

33.4%
スパム

67%

たとえば、最近の変更点の 1 つに、写真に写ってい
る人の名前などの情報を自動でタグ付けする機能
があります。
自分に関する情報の詳細や活動を秘密にしておき
たい個人 にとって、
それがプライバシーの侵害と
みなされる可能性が大いにあります。
そして、何よりも気掛かりなことは、
自動タグ付け機
能が簡単に悪用される可能性があることです。
ソーシャルネットワークでのスパム行為は 2010
年にさらに増加し、調査したユーザーの 67% がス
パムメッセージを受信していました。2009 年末は
57%、2009 年半ばには、わずか 33% でした。
フィッシングとマルウェア詐欺も蔓延しており、43%
のユーザーがフィッシング攻撃を見つけ、40% が
マルウェアを受信しています。
また、
これ以外にも、
詐欺と気付かずに被害者となっているユーザーが
いると考えられます。
この傾向は企業にとって頭の痛い問題であり、59%
の企業がソーシャルサイトでの従業員の活動が会
社のセキュリティに危険をもたらす可能性があると
不安視しています。

57%

21%
30%

フィッシング

43%
21.2%
マルウェア

36%
40%
2009年 4月
2009年 12月
2010年 12月

ソフォスのアンケート調査 (2010 年 12 月)

ソーシャルネットワーキングサイトでの従業員の活動が会社
のセキュリティに危険をもたらすと思いますか？

57% の企業は、従業員がオンラインであまりにも多
くの情報を公開・共有しているのではないかと考
えています。

いいえ 41%

しかしながら、
こうした懸念は企業内のポリシーに
反映されていません。
調査した半分以上の企業が Facebook、Twitter、
LinkedIn へのアクセスに制限をかけていませんで
した。
そして、
こうしたサイトを完全にブロックして
いる企業は全体の 4 分の 1 未満でした。
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はい 59%

ソフォスのアンケート調査 (2010 年 12 月)
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スパム

スパムが従来とは異なる領域にオンラインで被害を広
めている状況があり、
スパムメールは依然として、特に
ビジネスにおいて深刻な問題となっています。
職場におけるメールでのコミュニケーションを円滑に
するために、受信箱には迷惑メールが入ってこないよ
うにする必要があります。高度なメールフィルタリング
システムは、
メールを効率的に活用しようとする企業に
とって必要不可欠です。
スパムでは通常、人間の恐怖心や欲望につけ込むソ
ーシャルエンジニアリングの手法が活用され、ニュー
ス速報を悪用するなどの方法でさまざまな罠を仕掛け
て、被害者を誘い出します。

こうした医薬品販売業者が実在し、単に金銭を受け取
って姿をくらますのではなく、実際に顧客に何かを送
りつけているとしたら、購入者は安全性の疑わしい医
薬品の多大な危険に引き続きさらされていることにな
ります。
また、
オンラインショッピングで不正に薬品を購入した
ユーザーには、FDA (アメリカ食品医薬品局) を装って
違法を指摘する偽の通知が送られてくるなど、
さらに別
の詐欺被害にあう可能もあります。
スパムとマルウェアが一体化しており、
このような直接
的な詐欺行為をさらに高度にしたスパムメッセージが
増加してきています。

最大のメール詐欺の 1 つは、国外サービスを利用した
医薬品販売です。
この種のメールでは各国の医薬品規制をすり抜けられ
るため、3,600 万人のアメリカ人がオンライン販売業
者から医薬品を購入 したと報道されています。

3,600 万人のアメリカ人が、
無認可のオンライン販売業者
から医薬品を購入している
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悪意のある添付ファイルを送信することは、
これま
でと同様に広く実行されていますが、
さらに広まっ
ているのは、汚染された Web ページへのリンクが
記載されたメールを送付する手法です。
その他の詐欺と同様の仕組みで、被害者がメール
内にあるリンクをクリックしてしまうと、脆弱性を利
用してユーザーのシステムを攻撃するサイトや、
偽のウイルス対策ソフトウェア をインストールさ
せようとするサイトに誘導されます。
2010 年には、危険なサイトに直接アクセスさせ
なくても、悪意のある Web コンテンツに直接つな
がるような HTML 形式の添付ファイルも急増し
ました。

スパム送信国ワースト 12
米国 16.37%
インド 7.32%
ブラジル 5.83%
英国 4.32%
フランス 4.04%
韓国 3.8%
ドイツ 3.44%
ロシア 3.23%
イタリア 3.14%
ベトナム 2.97%
ルーマニア 2.35%
スペイン 2.14%
その他 22.30%

スパマーは、
「スピアフィッシング」と呼ばれる手
法で、特定の標的に限定して罠を仕掛けるメール
詐欺を実行することもあります。

出典 : SophosLabs

昨年スピアフィッシングの最大の標的になった
のは、Web メールサービスでした。企業や機関
に、Web メールサービスに問題が発生していると
いう警告メッセージが送信されましたが、そのメッ
セージこそがフィッシング用のページにユーザー
を誘導する罠であったことが判明しました。

地域別スパム

Web メールアカウントが乗っ取られてしまうと、個
人データの流出、なりすまし犯罪、企業スパイ活動
へと発展してしまう可能性があります。

Europe 32.83%
Asia 31.51%
North America 20.1%
South America 12.08%
Africa 2.39%
Oceania 1.1%
出典 : SophosLabs
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Stuxnet
産業システムを狙ったマルウェア

昨年を通して広く注目されたマルウェアの 1 つが、
「Stuxnet」
ワ
ームでした。
Stuxnet の標的とされたのは、産業インフラストラクチャや設備
プロセスを監視・制御する機密性の高い SCADA システムでし
た。Stuxnet のコードは驚くほど高度であり、その製作には膨大
な労力がかけられていることが分かっています。
イランの重要な核施設用の制御プログラムコンピュータのいく
つかが Stuxnet による被害を受けたと伝えられましたが、標的と
なったのは、PLC (プログラマブル ロジックコントローラ) でした。
Stuxnet では、標的の PLC を検出すると、PLC にコードを注入し
て、
自身の存在と改ざん内容を隠蔽し、PLC で不正な制御プロセ
スを引き起こします。
米国議会調査局 (CRS) が発行するレポートでは、Stuxnet によ
る攻撃を米国も受ける 可能性があり、攻撃が実際に実行された
場合、国家を守るための政府の機能と産業の両方が阻害される
状況に陥ると断言しています。
レポートでは、サイバー兵器である Stuxnet の最新の亜種によ
って米国が攻撃されると、水道、電気、交通機関を含む国家のイ
ンフラストラクチャが打撃を受ける可能性があると述べていま
す。
Stuxnet ワームの存在が明らかになって、
メディア報道も過熱し
ました。
いわゆる
「兵器レベル」のマルウェアは、新しい高度な脅威と言
えるかもしれません。
これは、セキュリティプロセスの多くのレイ
ヤーに無数の脆弱性があることも示しています。
しかし、Stuxnet
ワーム は、国際政治や産業に与えた実際の影響よりも、
メディア
へのインパクトが大きかったことで記憶されていくことになりそ
うです。
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ユーザー にとっての
脅威とは ?
マルウェアは、時間も場所も問わずに攻撃を実行します。
貧弱なパスワードや、
モバイルデバイス、
ソーシャルネットワーク、
日常利用するソフトウェア、
リムーバブル

メディア、
オペレーティングシステム、Web に至るまで、
これらすべてが危険をもたらします。

このセクションでは、ユーザーが利用するこれらの要素について個別に説明します。
これにより、ユーザー
やデバイスにとっての脅威を理解し、今後の攻撃を阻止する方法 を把握できます。
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パスワード

パスワードの代替手段として、高度な認証方法が増えており、
それらの利便性も高まっていますが、
依然としてユーザーの認証方法として最も使用されているのはパスワードです。

多くのオンラインサイトやサービスでは、利用者の本人確認の手段として今まで通りパスワードのみ
が使用されています。

パスワードのみによる認証には弱点があり、深刻なセキュリティ上の欠陥を生み出しています。

14
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ハッカーがデータの収集のために行う攻撃では、
通常、
コンピュータユーザーの入力操作を盗み出
すキーロガーやスクリーン スクレーパーのような
マルウェアや違法技術が悪用され、パスワードが盗
まれます。
十分な安全対策が講じられていない Web サイト
から、パスワードが流出する場合もあります。
2010 年に発生したパスワード流出の事例で最大
規模のものは、Gawker Media グループで発生しま
した。Gawker Media グループが運営する複数の
人気サイトを利用する 100 万人以上のユーザー
が影響 を受けました。
また、Mozilla の事例では、
アドオンシステムから 4 万 4,000 件のログイン情
報が流出 しましたが、影響を受けたのはアクティブ
ではないアカウントだけのようでした。
ログイン情報の紛失や盗難は、2010 年に有名人
の登録情報が度々盗まれました場合のように、人々
の名誉やプライバシーを傷つけますが、流出したロ
グイン情報が金銭の搾取や機密性の高いビジネス
データの収集に悪用された場合、極めて大きな被
害をもたららします。
フィッシングやスパイウェアによるリスクは決して
小さなものではありませんが、パスワードを不用意
に扱うことの危険性に比べれば、微々たるものでし
かありません。
Gawker から流出した情報から、
あまりにも多くの
ユーザーが「123456」
、
「password」
、
「qwerty」(キ
ーボード最上段の文字配列) のような単純で簡単
に推測されるパスワードを使用していることが分か
りました。
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また、複数のサイトで同じパスワードが使い回しさ
れていることも多く、ほとんど変更されていない場
合が多いことも分かりました。
ハッカーにアカウント情報を盗まれないようにする
には、できる限りパスワードの文字数を増やし、複
雑にする必要があります。
複数の文字タイプ (文字、数字、記号) を使用し、
よ
く知られている言葉やフレーズを避けるようにし
ます。
また、複数のサイトで同じパスワードを繰り返し使
用しないようにし、パスワードを定期的に変更する
ようにします。特に、
オンラインバンキングなどの非
常に機密性の高いログイン情報の場合は、
このよう
に設定することをお勧めします。
ビジネスにおいては、ハードウェアベースのセキュ
リティ対策として、
ワンタイムパスワードを提供する
トークンなどを活用すると、非常に高いレベルのセ
キュリティを実現できます。
危険性の高いオンラインサービスを提供している
プロバイダや銀行などは、徐々にこのようなテクノ
ロジーを導入し始めています。

あまりにも多くのユーザーが「123456」、
「password」、
「qwerty」のような単純で
簡単に推測されるパスワードを使用
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モバイルデバイスと
スマートフォン
ガートナー社のアナリストによると、2010 年末までに 6 人のうち 1 人が高機能なモバイルデバイスを利用
すると予測 されていました。

ここ数年の間、
インターネットのアクセスおよび使用方法には劇的な変化が見られました。
モバイル技術が急速に高度化したことによって、
モバイルコンテンツを提供する方法、
そしてそのコンテンツ

をやりとりする方法も大きく変わりました。

しかし、
こうした変化によって、新たなセキュリティ問題が数多く浮上してきました。私たちが生きるこの新し

い時代では、いつも何かに
「つながって」いますが、
ネットワーク、
ビジネスデータ、個人情報に関して、完全性

とプライバシーを維持することが、重要でありながら一層難しくなってきています。

16
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iPhone

タッチスクリーンのスマートフォンは市場を席巻していま
すが、
アップル社の iPhone はその先駆けであり、
デザイ
ンと機能の両面において標準となっています。
2010 年夏、iPhone 4 がリリースされる前には、
さまざま
な期待がされましたが、実際期待を裏切らなかったのは、
iPhone 4 の製品ニュースを悪用したスパマーによる攻
撃の多さと広がり だけでした。
スティーブ・ジョブス氏が iPhone 4 のリリースを正式に
公表するたった数時間前 に、無料で新型 iPhone を提供
するというスパムメッセージが大量に送信されました。
最初の iPhone のリリース以降、そのセキュリティレベル
は徐々に改善されています。
多くの企業が iPhone は業務目的には適さないと考えて
いましたが、今やその考えは覆っています。
一方、iPhone への脅威も徐々に出現してきています。
昨年、大規模な攻撃こそ発生してはいませんが、2010 年
初めには、ハッカーが iPhone のスパイウェアとなる可
能性があるソースコード をインターネットに公開しまし
た (これは BlackBerry にも影響するものでした)。
ソースコードが公開された後に、セキュリティ研究者らに
よって、
コンセプト検証のために、iPhone と Android デ
バイスから構成されるボットネットを構築 するデモンスト
レーションも行われています。セキュリティ研究者が真相
を明らかにするまでに、8000 人近くのユーザーがだまさ
れてこのボットネットに組み入れられてしまいました。
2010 年初めには、iPhone 暗号化に関する潜在的な問
題点も発見されました。
アップル社は、
自社のオペレーティングシステムやソフト
ウェアで新たに発生する脆弱性に迅速に対応し、セキュ
リティ対策を強化しました。
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過去のバージョンで検出された 65 件の脆弱性を修正
する iOS のコア部分向けのアップグレードが、そのわず
か数ヶ月前に発行された 修正プログラムの追加バッチ
と共にリリースされました。
iPhone のセキュリティ問題の多くは、
これまでと同じよう
に、
「ジェイルブレイク」
されたデバイスに関連するもので
した。非正規版のアプリケーションや機能を利用するた
めにデバイスをジェイルブレイクすると、iPhone のセキュ
リティ設定のロックが解除されます。
JailbreakMe.com の Web サイトにアクセスすると、
iPhone を簡単に
「ジェイルブレイク」することができまし
た。
これは、最小限のユーザー操作で iPhone をロック解
除できるように、iPhone 版の Safari ブラウザが PDF 文
書を処理する方法に存在するセキュリティ上の脆弱性を
攻撃したためです。
アップル社はおよそ 1 週間後にパッチをリリースしまし
たが、多くのユーザーが、
アップル社が承認していないア
プリケーションをインストールできるとそそのかされて、
自分の iPhone をジェイルブレイクしています。
しかし、
ジェイルブレイクを行うことは、iPhone の基本的
なセキュリティ対策を無効にすることになります。
昨年末には、
コンピュータコンサルタント会社が、
ジェイ
ルブレイクされた iPhone のセキュリティ強化のために、
ASLR ( アドレス空間配置のランダム化 ) を行うオプショ
ンの追加レイヤーを開発しました。
しかし、iPhone のセキュリティを保護するためのどんな
方法が開発されても、ハッカーはデバイスに侵入するた
めの新たな方法を開発するという状況が続くため、完全
な保護が実現されることはありません。
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スマートフォン市場は、
アップル社のデバイスが
完全に独占しており、
さまざまな用途で iPhone
が使用されています。
そのため、モバイルデバイ
スを狙うサイバー犯罪者にとって iPhone は格
好の標的になっています。
アップル社の基本のセキュリティモデルが利用
できなくなり、
ソーシャルエンジニアリングを悪
用する攻撃を受ける危険性が高まるため、
ジェ
イルブレイクは決してお勧めできません。

社内で「利用規定」のポリシー を定めることで、
どのユーザーに対して自宅や会社のデバイス
への接続を許可するかを管理できます。
また、
デ
スクトップレベルでは高品質なマルウェア対策
を導入し、ネットワーク全体で 一貫性のあるデ
バイス管理を実践 することで、iPhone を自宅
や会社で利用させる際のセキュリティ対策を強
化できます。

iPhone 自体が十分なセキュリティが設定され
ている場合であっても、ユーザーは詐欺に対す
る一般的な予防策を実践し、
さまざまな罠や誘
惑に常に警戒する必要があります。
ユーザーが十分に警戒しさえすれば、iPhone
に関するセキュリティ上の危険は軽減できます。
iPhone を自宅や会社のコンピュータに接続した
り、承認されていないワイヤレスネットワークを
経由して電話接続した場合、脅威を iPhone か
ら脆弱なシステムやネットワークへと移してしま
うことになります。
この場合でもポリシーやテクノロジーを組み合
わせて、ネットワークや接続したマシンを保護す
ることができます。

18
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Android

Google 社の Android は、機能面で iPhone に
遅れをとらずについていこうと努めています。
デ
バイスの多様化に伴い、Android の利用者は増
加傾向にあります。
2010 年初め、壁紙アプリケーションによって
100 万人を超える Android ユーザーの情報が
流出 するという事件が発生し、Google 社は原
因となったサイトでバンキングマルウェアを検
出し除去しています。
BBC の研究者たちは、
スマートフォンを標的
にした スパイウェアを自分たちでも簡単に作
成 できることを実証しています。
ロシアでは
Android も攻撃可能な簡易な SMS のトロイの
木馬が発見されましたが、Android 市場はまだ
攻撃対象にはなっていませんでした。
Android アプリケーション市場やオペレーティ
ングシステムの設計理念は、非常にオープンで
あり、
アップル社関連製品で囲い込まれている
iPhone よりも、Android は攻撃にさらされる確
率が高くなります。
Android で Flash を実行できるということは、
Adobe 社のアプリケーションのアップデートが
必要になることを意味します。

セキュリティ脅威レポート 2011

アプリケーションのコンポーネントの一部はオ
ペレーティングシステムに組み込まれており、脆
弱性にパッチを適用するには OS のフルアップ
グレードが必要となります。
ところが、一部の古
い端末では、
メモリ制限などの理由で 新バージ
ョンの OS を実行できない という問題が発生
します。
Linux ベースのプラットフォームはオープンで
あり、下位レベルのコンポーネントであっても、
アクセスや変更ができます。
しかし、それは同時
に、
より多くの攻撃者が、潜在する欠陥を探し、
不正な利益を得るために悪用しようとすること
を意味します。
全体的に見て、Android は攻撃を受けやすい側
面が多いと言えるかもしれませんが、攻撃者が
実際にユーザーをだまして Android 携帯にアク
セスする場合には、やはりソーシャルエンジニ
アリングの手法によって、悪意のある不正なアプ
リケーションをインストールさせてしまうケース
が多いのです。
最新の詐欺の手法に警戒し常に情報を収集す
ることが、セキュリティ対策において最も重要で
あることに変わりはありません。
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Windows 7
phone

BlackBerry

2010 年末に各地で、Microsoft の最新モバイル
プラットフォームである Windows Phone 7 がリ
リースされました。

RIM 社の BlackBerry は依然として、個人向けの
使用ではあまり人気がなく、
ビジネス目的でのみ
広く利用されています。

このプラットフォームには、Exchange など、
これ
までに幅広く利用されているビジネスソフトウ
ェアを活用できるという明らかな利点がありま
す。現在は RIM 社の BlackBerry がビジネス市
場を支配していますが、Windows Phone 7 も
今後この市場に大きく台頭してくることが予測
されます。

セキュリティ機能を内蔵する BlackBerry モデル
は、スパイウェアアプリケーションが使用される
可能性がある とは言え、
これまでかなりの成功
を収めています。

柔軟性の確保とさまざまなハードウェアのサポ
ートが必要となるため、
アップル社がセキュリテ
ィ対策として採用しているロックダウン方式を
導入することは難しく、セキュリティより機能性
を重視するという Microsoft 社の風評もあるた
め、Windows Phone 7 のセキュリティには今後
注意が必要となりそうです。
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新しく開発された BlackBerry 製品の多くは、セ
キュリティモデルが弱まっています。
これは、いく
つかの国家が RIM 社に圧力をかけていること
が影響しているもので、
トラフィックを政府が監
視できないように、厳重に暗号化してすべての
データを中央サーバーから送信するという RIM
社の本来のポリシーが歪められつつあります。
脆弱性が発見され、BlackBerry のセキュリティ
モデルが弱体化し危険にさらされるのは時間の
問題です。
ユーザーは、単に現在のセキュリティ
モデルが効果的であるという理由で、
デバイス
を過剰に信頼することは避ける必要があります。
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その他のモバイル
プラットフォーム

アップル社、Google 社、Microsoft 社、RIM 社が
次世代のスマートフォン市場でそのプレゼンス
を支配していますが、
その他の企業も追いつく
ために全力を尽くしています。
Palm Pre は、
より豊富な機能を求める市場内の
需要を取り込んで、
この市場における主要企業
に追いつこうとしていますが、セキュリティ確保
のために各社が抱えているのと 同じ問題に直面
しています。
今年検出された欠陥がサイバー犯罪者により悪
用され、特別に細工されたメールメッセージや
Web ページを介して Pre システムに侵入するバ
ックドアが作り出されました。
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一方、携帯電話大手の Nokia 社は、高機能モデ
ルの台頭によって市場シェアを失いました。
しか
し、Nokia が利用している Symbian 社のオペレ
ーティングシステムは、決して目立つ存在ではな
いものの、
スマートフォン市場において巨大なシ
ェアを引き続き占めています。
攻撃対象のユーザーが多いこと、
オペレーティン
グモデルのセキュリティが比較的脆弱であるこ
とが組み合わさって、Symbian 社のオペレーテ
ィングシステムで実際に動作しているマルウェア
数は膨大になっています。
幸い、
こうした脅威に対応できる高品質のセキ
ュリティソリューションがあり、活用できます。
こ
の流れにおいては、新しく高機能なデバイスが
広まるようになるにつれて、古く安全性の低いプ
ラットフォームは、徐々に消滅することが予想さ
れます。
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ソーシャルネットワーク
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アプリケーション

Facebook は現在、最大のソーシャルネットワーキングシステ
ムであり、
サイバー犯罪者による最大の標的となっています
が、
そのアプリケーションシステムの形態は、重大な問題を抱
えています。
すべてのユーザーがアプリケーションを作成でき、ユーザー
ページやクロスサイトメッセージシステムに保存されたデー
タをやりとりする権限が幅広く与えられています。
また、
サー
ベイ詐欺に悪用されるようなプリケーションをインストールし
て、任意のユーザーページで実行することもできます。
こうした深刻な問題に対抗するには、
「ウォールドガーデン」
と
いう手法が適している可能性があります。
「ウォールドガーデン」
とは、
アプリケーションやコンテンツに
対して自由にアクセスすることを許可せず、ユーザーに提供
される一連の情報サービスを閉鎖的または排他的にすること
を意味します。
これはアップル社の App Store が運用している方法であり、
アプリケーションをサイトにアップロードして他のユーザーと
共有するには、正式な承認が必要となります。
この方法は、悪意を持って作成されたアプリケーションから
ユーザーを保護するために効果的であることが実証されて
います。

別の方法としては、厳しく審査されたアプリケーションのみを
実行するようにユーザーが設定できるようにして、
自分のペー
ジを保護させるというやり方もあります。
後者の方法はセキュリティの意識が高く注意深いユーザーだ
けを保護することになりますが、
こうした意識の高いユーザー
は、元々、詐欺師によるソーシャルエンジニアリングを利用し
た罠に陥る可能性も非常に低くなっています。
このため、セキュリティにあまり注意していないユーザーから
スパムが氾濫する事態を防止できないため、
あらゆる方面に
対して制御が可能なシステムが望まれます。
当然ながら、厳格な審査の結果承認されたアプリケーション
だからといって全面的に信頼できるわけではありません。
ユ
ーザーのデータを大量に盗み出すアプリケーションが誤って
承認済みのリストに掲載される可能性もあります。

Facebook はアップル社のように、
すべてのアプリケーションを検証す
る
「ウォールドガーデン」方式を採用
すべきですか

正規の調査に回答した Facebook ユーザーもこの方法に賛
同しています。

はい。セキュリティ対策を向上
させる良い方法です 95.51%
いいえ。アプリケーションを制限
すべきではありません 4.49%
出典:
ソフォスのアンケート調査 (2010 年 10 月実施)

セキュリティ脅威レポート 2011

23

プライバシー設定

アプリケーションの問題に加えて、Facebook は
ユーザーのプライバシー機能に関する規定、導
入方法、説明についても常に批判を受けていま
す。
Facebook が示しているプライバシー機能の設
定に関する方向性は、曖昧で不明確なものとな
っています。
さらに、情報やコンテンツを一度アップロード
すると、削除が困難であり、不可能な場合もあり
ます。
Facebook やその他のソーシャルネットワークの
運営会社は、すべてのユーザーコンテンツに対
してユーザーの承諾を必要とする
「オプトイン」
システムを必ず利用する必要があると言えます。

この方式により、機密性が高い情報に関す
るセキュリティが大幅に向上します。
また、
この方式が法規制によって強要され
る前に、
この方式を導入して積極的な対策
を進めれば、
システムの安全性に対する信
用が高まり、運営者の信頼性を高めること
ができます。

プライバシーに関する懸念から Facebook の
利用をやめようと思っていますか？

やめる可能性あり 30%

このシステムによって、誰に何が表示されるかが
明確になり、個人情報をどれぐらい公開するか、
またそれによってどの程度攻撃を受ける可能性
があるかなどをユーザー自身が認識して、決定
するようになります。

やめる可能性は高い 30%
既に利用していない 17.57%
いいえ 12%
やめる可能性は低い 12%

やめる可能性あり 30%
やめる可能性は高い 30%
既に利用していない 17.57%
いいえ 12%
やめる可能性は低い 12%
出典: ソフォスのアンケート調査
(2010 年 5 月実施)
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安全ではないインフラストラクチャ

2010 年には、クロスサイトスクリプティング
(XSS) の脆弱性が Twitter の Web サイトで見
つかり、ユーザーを危険にさらしました。

ほとんどの場合に、ハッカーは単にいたずら目的
でこの脆弱性を攻撃しましたが、悪意を持った
攻撃が実行されたこともありました。

この脆弱性により、
「マウスオーバー
(onMouseOver)」
として知られている、JavaScript
コードを埋め込んだリンクを投稿できます。

この問題の影響を受けたのは、一部のブラウザ
のみで、Twitter はユーザーを保護するために迅
速に対応しました。

これによって、ユーザーがリンクをクリックしなく
ても、
リンク上にポインターを移動しただけで、
ポ
ップアップやサードパーティのサイトが表示され
てしまいました。

この弱点はサードパーティのアプリケーションや
サービスを介してシステムにアクセスしていた大
半のユーザーには影響を与えませんでしたが、
この事件により、巨大なユーザーベース向けの
Web サービスを構築する際には、攻撃される可
能性のある脆弱性に十分に注意する必要がある
ことが明らかになりました。
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ソフトウェア

毎日の仕事や個人のコミュニケーションのために、私たちにはソフトウェアが必要です。
ソフトウェアには、安全ではないコードや脆弱性が含まれている可能性があり、
それらが
マルウェア拡散の原因となっています。
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サイバー犯罪者は Microsoft 社の製品を標的と
する傾向がありますが、
これは、Microsoft Office
や Internet Explorer ソリューションが広く利用
されているからです。

Adobe ソフトウェアについては、新たなゼロデイ
攻撃が発生し、
アドバイザリや緊急性の高い修
正パッチが 2010 年を通して繰り返されリリー
スされました。

多くのユーザーは、Microsoft 社のソフトウェア
を、更新や修正プログラムの適用を個別に必要
とする別個のソフトウェアではなく、Windows
OS の一部として捉えています。また、最近では
Adobe 社の PDF Reader や Flash Player が、非
常に多くのコンピュータにインストールされるよ
うになってきているため、
サイバー犯罪者はマル
ウェアの拡散に Adobe 製品を標的にするように
なりました。

こうした対応によっても、JavaScript をデフォル
トで無効に設定することなどを求める声が高ま
ってきたこともあり、Adobe 社はセキュリティを
さらに強化する方向性 を見せています。

アクティブスクリプトを実行する機能が Adobe
Reader ではデフォルトで有効に設定されている
ため、セキュリティ研究者はここ数年間 Adobe
社の PDF 文書に関する問題点を指摘してきま
した。
2010 年、PDF を悪用した攻撃が拡大し、Adobe
Reader の新たな脆弱性も定期的に見つかって
います。
悪意を持って作成された PDF が Web サイトに
掲載されたり、
スパムメールによって送信され
てきていますが、
これは不正な PDF が脆弱な
Reader ソフトウェアで開かれることによって、不
正なコードを実行し、
システムを感染させること
を目的としています。
動的なコンテンツを表示するために Flash を活
用する Web サイトが増え、Flash 再生用のソフ
トウェア (それ自体がトロイの木馬をインストー
ルさせる偽ソフトウェアであるケースも多いの
ですが) をインストールするユーザーも増加し
ているため、Flash に関連する問題も拡大して
います。

2010 年には 自動更新機能を追加 しており、
Reader ソリューションの新バージョンでは「サン
ドボックス機能」
を追加する予定です。Adobe 社
はこの対策によって、
ローカルシステムから悪意
のあるスクリプトを隔離することを目的にしてい
ます。これらの対策が有効かどうかは、今後明ら
かになっていくことでしょう。
Shockwave や Photoshop などその他の人気が
ある Adobe 社のパッケージも同様に、2010 年
に発生したセキュリティ問題に対応した修正パ
ッチのリリースが必要となりました。
Sun Microsystems 社 (現在は Oracle の子会
社) が開発した Java も、非常に広い範囲で活用
されているため、マルウェア作成者から攻撃対
象として注目 され、Java を活用したマルウェア
攻撃も増加しています。
多くの場合、
こうした脆弱性を攻撃するマルウェ
アは、偽のウイルス対策ソフトウェアの形態で提
供されますが、Sality ウイルスの亜種 などのよ
うな、複雑なマルウェア感染をもたらす PDF 攻
撃が行われることもあります。

PDF に対する攻撃はこれまで
以上に広範囲になり、Adobe
Reader では新しい脆弱性が
定期的に見つかっている
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リムーバブルメディア

フラッシュドライブなどのリムーバブルメディア、
ネットワークケーブル、Wi-Fi 接続などを

活用することで、
ディスクの機能を代替していると考えがちですが、
ディスク自体は依然と

して使用されており、重要な最終攻撃ポイントです。
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USB フラッシュドライブ

USB フラッシュドライブは、物理的に同じ場所に
いるユーザー間で簡単にファイルを共有する際
に使用されます。
USB フラッシュドライブは高速で容量が大きく、
丈夫で安価なので、
コンピューティング環境のあ
らゆる領域で広く使用されています。当然、
マル
ウェア作成者にとっても主要な攻撃対象になっ
ています。現在のマルウェアには、USB ドライブ
を攻撃し、USB ドライブが標的のコンピュータに
接続された際に自動的に実行されるものがあり、
悪名高い Conficker や Stuxnet なども、
これに
該当します。
Stuxnet の場合は、
さらに一歩進んで、パッチが
未適用の脆弱性を悪用して
「AutoPlay (自動再
生)」機能が有効になっていなくとも、攻撃を可能
にしてしまいます。
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ターゲット型の攻撃でも、USB フラッシュドライ
ブが悪用されることが多くあります。特にソーシ
ャルエンジニアリングを利用する手口が目立っ
ています。
たとえば、会社の駐車場に感染した
USB フラッシュドライブを落としておき、従業員
がそれを拾って好奇心から会社のシステムに挿
入した場合、会社のネットワーク内に侵入できて
しまいます。
フラッシュドライブは展示会で景品として配布さ
れることも多いため、セキュリティの運用規定が
適切に導入・実施されなければ大混乱をもたら
す可能性もあります。
IBM が昨年、
オーストラリアのクイーンズランド
州で開かれた AusCERT のセキュリティ会議で
配布した無償の USB メモリは 2 件のマルウェ
アに感染していた ことが判明し、IBM はフラッ
シュドライブの危険性を思い知らされることにな
りました。
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CD / DVD

その他のプラグアンド
プレイ デバイス

CD や DVD などのメディアはマルウェア作成
者からの攻撃に感染することはそれほど多くあ
りませんが、実際に狙われて感染したり、
ディス
ク上のファイルをコピーするときに偶然感染し
たりするなど、
マルウェアに感染する可能性も
依然としてあります。

USB ドライブや CD/DVD はデータを移動させる手段であるこ
とを考えると、同じような特性がある他のさまざまなデバイス
も、同じように悪用される可能性があることに気づきます。

CD や DVD などのメディアは、
データの持ち出
しに利用される危険性があります。
会社に不満を抱いた従業員が重要なデータを
CD や DVD にダウンロードして会社から持ち
出すことは簡単です。昨年から始まり現在も進
行中の WikiLeaks の問題は、
そのようにして
データが持ち出されることが原因で発生してお
り、
アメリカ合衆国政府はこの問題の重要さを
思い知らされています。

カメラのメモリスティックや GPS デバイス、
また、
スマートフォ
ンまで、
これらはすべてフラッシュベースのストレージを搭載
しています。
それは、標準の USB ドライブと根本的には同じ
です。
こうしたプラグアンドプレイ デバイスは、
マルウェアとそれに
関連する AutoPlay (自動再生) 攻撃やその他の攻撃コードを
含めることができるため、
マルウェア攻撃の対象になる可能
性があります。
プラグアンドプレイ デバイスは、通常のセキュリティチェック
を巧妙にすり抜けて、持ち出し禁止データを運び出すための
有効な手段になってきており、
データの移動手段として見分
けがつきやすいものと比べると、監査や確認が行われない可
能性があります。
そのため、
フラッシュドライブと同様に、
これらのデバイスも
アクセス制御やデータ流出対策の対象にしておく必要があり
ます。
工場における品質管理の手順がお粗末であれば、リムーバ
ブルデバイスはマルウェアに事前に感染して出荷される可能
性 があります。
ハードウェアの製造、設定、
テストに使用されるコンピュータ
が感染して、
そのマシンに接続する各デバイスに感染を広げ
る可能性があります。
これは、製品ベンダーの深刻な問題をも
たらし、
リコールに多額の費用が必要となります。
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オペレーティングシステム
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Windows 7

全体としては、Windows 7 は安全な環境を提供
しています。
しかし、改善の余地もあります。
Windows XP の初期の数バージョンがリリー
スされたときには、Windows 7 の場合よりもは
るかに多くの重大な問題を抱えていましたが、
それらの多くは Service Pack 2 で修正されま
した。
Microsoft 社は 2011 年にWindows 7 Service
Pack 1 をリリースする予定 です。
一方、月例のセキュリティ更新プログラムとして
多くの修正がこれまでにもすでにリリースされ
ています。

利用統計では、新しい Windows 7 へのユーザ
ーの取り込み状況は安定しており、Vista のユー
ザー数にはすぐに到達する見込みです。
また、新
しいコンピュータの多くで Windows 7 がプレ
インストールされたり、XP SP2 のサポート期限
が近づいたりするなど、旧バージョンの OS が
利用されなくなる状況からすると、Vista のユー
ザー数を上回るのも時間の問題と言えます。
マルウェア作成者は 攻撃の矛先を Windows 7
に向け 始めており、特に セキュリティソリュー
ションを不正に使用した詐欺が横行 していま
す。Windows 7 プラットフォームがより多くのユ
ーザーに利用され格好の攻撃対象になるにつ
れ、
この傾向は続いていくと考えられます。

マルウェア作成者は攻撃の矛先を
Windows 7 に向け始めている
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Mac

多くの人々は、
アップル社の Mac OS X プラット
フォームが Windows より安全性が高いと考え
ています。

2010 年後半には、トロイの木馬 Boonana は
Mac ユーザー、Windows ユーザー、
さらに
Linux ユーザーまでを標的にしました。

UNIX ベースの特権や許可の付与方法は
Windows の方法よりセキュリティ基盤が強く、
必要なハードウェアサポートの範囲が限定され
ているため、使用されているコード量が少なく、
コードの脆弱性が攻撃される可能性が低いと信
じている人もいます。

このトロイの木馬は、Facebook のスパムリンク
を介して拡散し、
ソーシャルエンジニアリングの
常套手段で被害者を誘導し、Java のアプリケー
ションをインストールさせます。
インストールさ
れた Java アプリケーションにより、不正なアプ
リケーションが次々にダウンロードされ実行さ
れます。

Mac は企業環境ではほとんど使用されないた
め、Mac はサイバー犯罪者の標的としては比較
的小さなものです。
そのため、Mac におけるマルウェア問題は
Windows と比べると非常にわずかです。
しかし、
マルウェアは定期的に発生していま
す。また、Mac プラットフォーム全体としては
Windows ほど感染し拡散することはありません
が、Mac ユーザーも、疑わしいソフトウェアをイ
ンストールさせる詐欺や罠に陥る可能性はあり
ます。被害を受けた場合、ユーザーのシステムが
リモートからアクセスされたり、機密データを盗
まれたりしてしまいます。
たとえば、2010 年には トロイの木馬 OSX/
Pinhead の新バージョンが出現しました。
このト
ロイの木馬は、すべての新しい Mac に実装され
ている iPhoto アプリケーションのコピーを偽装
していました。ユーザーがだまされてソフトウェ
アをインストールすると、バックドアが開かれ、ハ
ッカーは侵入したシステムに完全にアクセスで
きるようになります。
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アップル社は、現在 Mac App Store を刷新して
「
トロイの木馬化」
しているソフトウェアからユー
ザーを守るために全力を尽くしており、2011 年
の初めから新しい体制で稼動することを目指し
ています。Mac App Store は、iPod、iPad、iPhone
にアプリケーションを提供する iOS App Store
と同じように機能し、すべての Mac ソフトウェア
のセントラルリポジトリと販売システムとして、
ソ
フトウェアを目的通りに作動させるためのセキ
ュリティレベルのチェックシステムも導入してい
きます。
この対策が有効になるかどうかは、
どれほどの
Mac ユーザーが Mac App Store を使用するよ
うになるかにかかっていますが、iPhone と同レ
ベルの安全性と制御性を提供することはなさそ
うです。
多くのユーザーは Mac App Store 以外でソフト
ウェアを見つけて、今まで通りにアクセスしイン
ストールできる可能性が高いため、
あらゆるソー
シャルエンジニアリングの罠や脆弱性にさらさ
れる状況は変わらない可能性があります。
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マルウェア作成者はセキュリティホールを悪用
するので、Mac ユーザーも、他の OS のユーザー
と同じように最新のパッチを常に適用していくこ
とが重要です。
Mac 用にも修正パッチが存在しているというこ
と自体が、
プラットフォームが完全ではないこと
を示しています。
2010 年 11 月には、1 回のリリースで、
アップル
社は 100 件もの異なる脆弱性に対する修正パ
ッチをリリースしています。
Mac ユーザーの多くは、
自分のシステムには
脆弱性がないと思っており、セキュリティに注
意を払うことがほとんどありません。2010 年に
は、Windows 向けの無料のソリューションと同
様に、個人向けの無料の Mac 用ウイルス対策
ソリューションがリリース されており、Mac 利用
者にとって非常に有益なものとなっています。
その新しい Ｍac 向け無料ソリューションのリリ
ースからわずか数日で、Mac に関連する感染範
囲・規模が明らかになりました。
また、Mac コンピ
ュータ自体はマルウェアにそれほど感染してい
ない一方で、Windows のマシンに接続されるこ
とを待っている Windows マルウェアの運搬役
になっている場合が多いことも分かりました。

ることが多く、
このことが、
自宅や会社において
脅威の重要な侵入ポイントを生み出す可能性
があります。
システムが感染しやすいかどうかにかかわらず、
すべてのシステムでセキュリティが保護され、高
品質なセキュリティソフトウェアが実行されてい
ることが必要です。
複数のプラットフォームが同時に稼動するビジ
ネス環境では、コンプライアンスのため にすべ
てのプラットフォームや業務用システムのセキュ
リティ保護を規定する強力なポリシーを策定す
ることが特に必要です。

Mac におけるマルウェア問題は
Windows に比べてわずかであるが
マルウェアは定期的に発生している

コンピュータユーザーは、異なる OS のマシンで
も感染させる危険性があることを見落としてい
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Web サーバーの
セキュリティ脅威
携行型のハードウェアを介する脅威が増加していますが、今のところ、Web はマルウェアの感染源として最大です。
Web は、不正なリンクや添付ファイル付きのメール、
ブラウザやその他のソフトウェアを標的とする攻撃コードが仕
込まれた Web サイト、
ドライブバイダウンロード、
フィッシング詐欺、違法性が疑われる販売行為、
その他すべての

サイバー上の悪徳行為を蔓延させる拠点となっています
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悪意のある広告

2010 年に広がった問題の 1 つに、Web サイト
上に不正な広告を埋め込む「悪意のある広告」
(Malvertising) があります。
多くの場合に、
これらの悪意のある広告を掲載す
る Web サイト自体は、
サイトの訪問者に対して
脅威をもたらしているとはまったく認識しておら
ず、無実です。
悪意のある広告は外部のリセラー広告の中にこ
っそり入り込み、他の一般広告と並んで表示さ
れます。
広告を提供するサーバー内のソフトウェアにあ
る欠陥を攻撃したり、広告主が実施する審査をす
り抜けるために広告内の不正な仕組みを隠蔽す
ることによって、
サイトへの侵入を成功させます。

2010 年には、ミネソタ州の大手新聞社である
Star Tribune の Web サイトや、人気オンライン
ゲーム Farm Town のページ、Google の検索結
果ページに表示されるスポンサーリンク内にも、
悪意のある広告が見つかりました。
これらすべての場合において、悪意のある広告
によって偽のウイルス対策ソフトウェアが提示 さ
れ、実際には存在しないマルウェアの感染を除
去すると偽って、被害者に代金を支払わせようと
しました。また、多くの場合、詐欺師たちは正規
の広告に見えるようにデザインしたリンクを使用
して、
こうした不正広告を表示させています。

Web サイト自体は、
サイトの訪問者
に対して脅威をもたらしているとは
まったく認識しておらず無実である
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セキュリティを侵害された
正規の Web サイト

セキュリティを侵害された正規の Web サイトはマルウェアや詐
欺行為が仕組まれている可能性があります。
ソフォスでは、不正な URL を毎日新たに約 3 万件検出していま
す。
これは約 2～3 秒に 1 件のペースです。
そして、
これらのうち
70% 以上がハッキングまたは侵害された正規の Web サイト で
あることが分かりました。
犯罪者は正規のサイトのデータへのアクセス権限を取得し、思
いのままのサイトにしてしまいます。サイトの基盤となっているソ
フトウェアの脆弱性を攻撃したり、
マルウェアに感染したマシン
からアクセス認証情報を盗んだりして、
サイトを自由に操ること
ができるようになります。
セキュリティが侵害されたサイトはさまざまに悪用されます。
2010 年、
サイバー犯罪者は、
マルウェアのドライブバイ ダウン
ロードを実行するためにセキュリティ侵害されたサイトを悪用し
ました。
これらのマルウェアの中には、重要なファイルを暗号化し
て暗号化を解除するためのアクセスコードの代金を支払うように
要求する、「ランサムウェア」
も含まれていました。
個人を特定できる重要な情報を保管しているために、安全性が
高いと考えられていたサイトの弱点が攻撃されるような事件も
多発しました。
攻撃されたサイトには、人気のある技術系のブロ
グである TechCrunch のヨーロッパサイト、Jerusalem Post な
どの報道機関、英国サマセット州議会などの地方政府の Web
サイトもありました。

マルウェア ホスト国トップ 10
米国 39.39%
フランス 10.00%
ロシア 8.72%
ドイツ 5.87%
中国 5.04%
英国 2.68%
ポーランド 2.43%
カナダ 2.03%
ウクライナ 1.97%
ハンガリー 1.84%
その他 20.03%

出典 : SophosLabs

このため、人気の Twitter feed は、詐欺サイトへのリンクにも
悪用されます。
特に悪質なケースでは、
ハッカーは インドネシ
アの公式な災害警報の Twitter アカウントから偽の緊急警告
メッセージを広めました。
有名人の Twitter feed にはファンが大勢いるため、犯罪者にと
って特に魅力的な標的になります。2010 年、著名な TV 司会
者、政治家、
ロックスター、
ラップミュージシャンらの Twitter ア
カウントがスパマーによってハッキング されました。
同様の方
法で乗っ取られたメールアカウントは、
スパムや詐欺を広める
格好の拠点になります。

犯罪者たちは大手のホスティングプロバイダも攻撃しており、プ
ロバイダがホスティングしているすべてのサイト からマルウェア
を拡散されてしまう可能性もありました。

信頼している送信元から送られてきたメールは、開かれやすく、
メッセージに含まれているリンクがクリックされたり、添付ファ
イルが開かれたりする確率も高くなります。アカウントが侵害さ
れた場合、深刻な結果を招く可能性があります。

2010 年においては、不正に乗っ取られる標的として Twitter
feed が攻撃される事例が増加しました。
Twitter が個人、
ビジネ
ス、政府機関の情報を伝達する手段としてこれまで以上に普及
するようになるにつれて、人気の Twitter feed は大勢の人々に
簡単にアクセスできる手段として活用されています。

米国の元副大統領候補サラ・ペイリンは、2009 年後半に出版
された本の中で、個人の Yahoo! アカウントがハッカーによっ
て盗み出された ため、
アラスカにいる同僚とコミュニケーショ
ンができなくなり、彼女の選挙陣営で活動が一時的に麻痺状
態に陥ったことを明らかにしています。
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メールスパム

ゼロデイ脅威と
その回避方法

コンピュータユーザーの大部分が依然としてメ
ールを通信手段として利用していることから、
メ
ールスパムは現在でも脅威をもたらす主要な手
段となっています。

一言で言えば、
「ゼロデイ」の脅威とは
パッチが適用されていない脆弱性を
利用する攻撃です。

添付ファイル付きのスパムメールは依然として
サイバー犯罪者に頻繁に悪用され、問題がな
いように見えるドキュメント形式のファイルか
ら、Office や PDF リーダーの脆弱性を利用して
悪意のあるコードを実行するという手法がよく用
いられます。
不正なサイトへのリンクを含んだメールは、SEO
を悪用する手法と併せて活用され、新たな被害
者を攻撃サイトに誘導する方法として増加し続
けています。

脆弱性を常に探し求めているマルウ
ェアの作成者は、
ソフトウェアにある
欠陥を検出したら、
それを悪用して、
セキュリティ対策を迂回し不正コード
を実行させるために悪用します。
たとえば、
ブラウザに不具合が見つか
った場合、単に Web ページを表示さ
せる代わりに、特別な細工がされた
Web ページを開かせて、悪意のある
コードをコンピュータで実行させるこ
ともできます。
同様に、PDF リーダーソフトウェアに
不具合が見つかった場合、PDF 内か
ら不正なコードを起動するように悪
用できます。

メールの添付ファイルを介して拡散するマルウェア
(上位のもの)

Mal/BredoZp 29.69%
Troj/JSRedir 10.83%
Troj/Invo 7.97%
Mal/EncPk 7.96%
Mal/FakeAV 6.33%
JS/WndRed 4.55%
Troj/Agent 4.32%
Troj/Bredo 4.25%
Troj/Iframe 2.15%
Troj/Zbot 1.66%
Troj/Mdrop 1.63%
Mal/Behav 1.55%
Mal/Oficla1.31%
Troj/ZipCard 1.23%
Other 62.52%
出典: SophosLabs
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ゼロデイ攻撃は、
その名前から、脆弱
性が見つかってから 1 日間だけ有効
な攻撃と思われるかもしれませんが、
ゼロデイ脅威を悪用できる期間は、脆
弱性が発見された瞬間からソフトウェ
ア開発者がそのセキュリティホールを
修正するために修正パッチや更新プ
ログラムを提供するまで継続します。
ユーザー側から見ると、パッチを完全
に適用するまでは、ゼロデイの脅威は
続きます。
それまでは、脆弱性が存在
したままであり、
その脆弱性を悪用し
た脅威によってユーザーのシステム
のセキュリティが侵害される可能性が
あります。
欠陥を修正するためパッチをベンダ
ーが迅速にリリースしない場合には、
サードパーティがパッチや脅威を軽

減する回避策を開発することもあり
ます。
多くの場合、脆弱性は誠実に調査を行
っているセキュリティ研究者によって
発見され、
ソフトウェアベンダーに修
正が依頼されます。
迅速に修正プログラムがリリースされ
ない場合には、問題が一般に公開さ
れて、パッチを素早く提供するように
促される場合もあります。
犯罪者が偶然問題となる脆弱性を見
つけて、闇市場でサイバー詐欺師の
仲間内で脆弱性の情報が売買される
場合もあります。
これまでにまったく公表されていない
ゼロデイ脆弱性は、攻撃者にとって特
に価値のあるものです。
ゼロデイ攻撃を防御するために各種
のツールを活用できます。
そのようなツールの 1 つに、バッファ
ーオーバーフロー防止システムがあ
ります。
これは高機能の多層型セキ
ュリティソリューションに搭載されて
います。
ゼロデイ攻撃を受ける期間をできる
だけ短くするには、迅速にパッチを適
用し、推奨されるすべての回避策を適
用する必要があります。
多くの場合、
ソフトウェアで特定の設
定が有効または無効になっている場
合にのみ、脆弱性の影響が受けること
になります。
そのため、すべてのソフト
ウェアの安全な設定方法を見つけ出
すことが、
あらゆる企業のセキュリティ
戦略で最も重要な内容となります。
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タブレット型コンピュータの進化
アップル社が意気盛んに宣伝している iPad は、
コンピューティングデバイスの新しく魅力
的な活用方法を示しています。iPad の初期モデルは、iPod touch を大きくしたようなもの
ですが、iPad は驚異的な人気で、既にモバイルコンピューティング市場でネットブックやス
マートフォンの市場シェアを奪い、
タブレット型コンピュータの時代が到来したことを示唆
しています。
iPhone の場合と同様に、サイバー犯罪者は、
この新しいデバイスへの人々の関心を悪用し
ようとし、無料で iPad を配布するといった内容のメッセージを、個人のアドレスやソーシャ
ルネットワーク上に大量に送信しています。当然、
それらのメッセージのほとんどすべてが
フィッシング、マルウェア、
オンライン詐欺に誘導するものです。
興味深いことに、
アップル社は同社のモバイルデバイスで Flash アプリケーションを実行さ
せることを断固として拒んでいます。
Adobe 社のソフトウェアでセキュリティ問題が浮上したことがその理由の 1 つとして挙げ
られますが、公式には Flash が非効率的で、
コンピューティングパワーを無駄に消費する技
術であるためとしています。
2010 年の夏には、
ロック解除された iPhone で Flash を実行できるようにする
「フラッシン
グ」
という手法が iPad でも実行できることが判明し、ニュースになりました。
これによって iPad 所有者の多くがマシンを不正にロック解除して、
より多くのコンテンツを
利用できるようにしたと見られており、iPad に組み込まれたロックダウンセキュリティ機能
の一部を適用していないユーザーを攻撃対象とした脅威が増大しています。
ハードウェアメーカーの多くは競合製品をリリースして、iPad に対抗しています。最初に市
場に登場したのは、Samsung 社の Galaxy Tab など、Linux ベースで Android OS を実行す
るタブレットコンピュータでした。Asus 社の EEE Pad などの Windows 版も、2011 年初め
に発売される予定です。
どこでも、いつでも、誰とでも接続して、
フルスケールのコンピューティング機能を活用でき
ることで、
さらに身近にコンピュータを利用できるようになるということは、同時に多くの潜
在的な危険にさらされていることを意味します。
また、標準的なキーボードやマウスと比べ
て、指先で操作するタイプのシステムでは、だまされて意図しない操作をしたり、誤操作を
行う可能性が高くなります。
2011 年には iPad ユーザーを標的とするサイバー犯罪が増加することが予測されます。
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現在および今後の脅威から
自分自身を守るには

サイバー犯罪に関する法制度の整備が、
ようやく始まりました。
サイバー犯罪から自分自身を守るために最も重要なのは、常識に基づいた判断力を用いて、適切な保護

ソフトウェアを活用することです。企業とエンドユーザーは、常に柔軟・多様な対処を行い、マルウェアの
被害者にならないようにする必要があります。
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法制定と刑事対策

地質学的な地球の歴史から見た場合、人類の文
明の歴史全体であっても、
ごくわずかな一瞬の
時間にしかなりません。

これはすべて悪名高い Zbot (別名 Zeus) ボット
ネットと関連しています。Zbot については、2 億
ドルを超える被害があったと見られています。

同様に、法律用語においても、
「マルウェア」
、
「ス
パム」
、
「サイバー犯罪」などは極めて最近登場
した新たな用語として捉えられており、世界規
模の法律制度ではまだ十分に認識されてはい
ません。

10 月下旬には、
オランダの警察が、Bredolab ボ
ットネットの解体に成功したと発表し、
アルメニ
アの警察が、
ボットネットの首謀者と思われる男
を逮捕しました。

しかし、2010 年には、
サイバー犯罪者の逮捕や
告発において、いくつかの前進がありました。国
家間や各国の警察組織間での、連携と情報共有
が進んできたことを示す、明るい兆候が見られ
ています。
これは、国境を隠れ蓑としている犯罪者たちとの
戦いを進める上で、重要な前進です。
2010 年は、多くのサイバー犯罪者を追跡し処
罰できた年でした。3 月には Allaple ワームの
作成者に、エストニアで 2 年 7 ヶ月の判決が下
り、7 月には「Mariposa」
ボットネットを背後で
操っていた犯罪組織に調査が入り、FBI とスペ
インとスロベニアの警察組織が、合同捜査の結
果、23 才の首謀者を逮捕しました。
8 月には、当局がマルウェア作成の容疑で日本
人を逮捕しました。
このマルウェアは、
ファイル共
有ネットワークシステムの Winny を介して拡散
しました。
2010 年の下半期には、警察組織が、
ボットネッ
トを操る別の犯罪組織を壊滅させました。
この
捜査により、英国で 19 名が逮捕され、米国では
60 名が告発されました。
ウクライナでも警察に
より捜査が行われました。
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上記の犯罪と比べると比較的小規模なものです
が、金銭の獲得および「他人のプライバシーを覗
くことで喜びを得ること (法廷の判決による)」が
目的でデータを盗み出すマルウェアを配布した
として、
スコットランド人の男に懲役 18 ヶ月の
判決が下りました。
元連邦住宅抵当公庫ファニー・メイの契約社員
が、膨大な損害を与える目的で未来の特定の日
付にデータを破壊するように、悪意のあるスクリ
プトを会社のシステムに埋め込んでいたことを
法務官が発見しました。
裁判所は、
サラ・ペイリンの電子メールアカウン
トを乗っ取ったハッカーに 1 年の刑期の判決を
下しました。
また、米国シークレットサービスは、
クリーブランド連邦準備銀行のシステムに侵入
し、他の銀行からもクレジットカードおよびデビッ
トカードの詳細情報を 40 万件以上盗み出した
男を逮捕しました。
ソーシャルネットワーキングの世界では、
Facebook が、
サーベイ詐欺により Facebook の
サイトが被害を被ったとして、
その実行者を告訴
したと発表しています。
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オンラインゲームの世界でも多くの逮捕者が出
ました。
ユーザーのシステムに埋め込んだスパイ
ウェアを悪用し、人気ゲームの Lineage II のログ
イン認証情報を盗み出した容疑で 2 人の日本
人が逮捕されています。
また、
ゲームの世界でも、昨年最も報告された攻
撃の 1 つである DDoS 攻撃が盛んに行われて
います。
シューティングゲーム
「コールオブデュ
ーティ」
を実行しているサーバーに DDoS 攻撃
を仕掛けた容疑で、17才の英国人が、逮捕され
ています。
別の攻撃者は、右翼系の政治家の Web サイト
に DDoS 攻撃を開始するために大学のシステム
を悪用した罪で判決を受けています。
しかし、昨年特に注目を集めた DDoS 攻撃は、
WikiLeaks のスキャンダルに関連するものでし
た。機密情報を告発する WikiLeaks の Web サ
イトから政治に関する機密情報が大量に流出し
ました。
それを受けていくつかの決済システムが
WikiLeaks サイトへの寄付を停止させる措置を
とりましたが、WikiLeaks サイトの運営者の指示
や支援ではなく、ハッカーグループが報復措置
を買って出るようになりました。
「匿名」
を意味する
「Anonymous」
という名前の
グループは、いくつかの決済会社のサーバーへ
の攻撃を開始し、一般ユーザーにも利用可能な
攻撃用のソフトウェアを使用して、攻撃に参加す
るように呼びかけました。

多くの国で DDoS 攻撃は違法な行為であり、報
復措置に加わった人物は訴訟の対象となりま
す。
オランダ警察では、
この組織的運動に加わっ
たとして、16歳の少年を逮捕しています。
この逮捕劇をきっかけにして、
オランダ警察の
Web サイトが次の標的となり、新たな逮捕者を
出すことになりました。
Spamhaus に対して毎年行われる別の DDoS 攻
撃は、WikiLeaks の事件と関連があるとの風評
がありましたが、実際には関連がないことが明ら
かになっています。
WikiLeaks はさまざま議論を引き起こし、政治的
な駆け引きまでも巻き込む事態となりましたが、
多くの人がこの一連の事件の重要な一点を見失
っているようです。
つまり、盗み出された大量の
重要データは CD にコピーされて、
データが保管
されていた建物から外部に持ち出されていると
いう点です。
盗まれたデータの重要性を考えると、適切なデ
ータセキュリティシステムが導入され、
データの
取り扱い手順が厳格に策定されていれば、
この
ようにデータが簡単に盗み出されることはなか
ったはずです。

「 Anonymous 」グループは 、複数の
決済会社のサーバーに攻撃を開始した
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サイバー戦争への政府機関の対策

ハリウッドの脚本家は、制作する映画でサイバー
戦争やサイバーテロリズムの可能性をテーマと
してよく取り上げます。しかし、
これらの脅威は
現実のものなのでしょうか？
セキュリティの第一人者である Bruce Schneier
などは、
サイバー戦争は、差し迫った脅威ではな
く、
この問題に対する一般の反応には過剰なも
のがあると指摘しています。
しかし、2010年は、
グローバルなサイバー戦争
の本当の兆候が初めて見られた年だったかもし
れません。昨年 3 つの大規模な事件が発生して
います。
通称「Operation Aurora」(オーロラ作戦) として
後で知られるようになった事件は、2010 年の初
めに発生しました。
この攻撃者は、中国の人権活動家の Web メー
ルアカウントにアクセスすることを目的としたと
思われますが、Google 社、Adobe 社、
およびそ
の他の大企業も標的になりました。

米国務長官は、
この事件について Google 社
から報告を受けた後に声明を発表していま
す。
また、
その直後にドイツとフランスの政府
が、Microsoft 社の Internet Explorer は脆弱で
あるため使用を避けるように勧告しました。

自国が他国に対して、インターネット経由で
ハッキングやマルウェアのインストールを
行うスパイ活動を容認できますか？

昨年後半に出現した Stuxnet ワームは、国の重
要な基幹インフラストラクチャを特定して攻撃・
破壊しようとするマルウェアが実在することを示
すことになりました。
こうした攻撃については、
国家によるさまざまな陰謀について議論してい
る人々によってその可能性が指摘されてきてい
ました。
2010 年が終わりに近づくと、一連の WikiLeaks
問題が発生しました。
この問題では、
データ流出
から政治スキャンダルをも巻き込み、
インター
ネットを介した国際的で組織化された攻撃が多
発しました。これらの攻撃は、金融機関や各国
の政府・公共機関の Web サイトに集中しました
が、
これらの問題の背後には、Web セキュリティ
の根深い問題が存在しています。

はい、
戦時中

いいえ

はい 2

はい、ただし
戦時中に限る 40%
いいえ 37%
はい 23%
自国では他国からのインターネット攻撃に
対して十分な防衛策を講じていますか？

多くの人々が中国政府の関与があったと信じて
います。
中国政府は関与を否定しており、
この事件を大
規模な企業スパイ事件として片付けようとしまし
たが、
この問題は大規模な人権論争へと発展し、
多くの国の政府も注目するようになりました。

いいえ 54%
わからない 40%
はい 6%
出典: ソフォスのアンケート調査
(2010 年 8 月実施)
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企業で実施されている対策

ビジネスの世界にも多くのサイバー犯罪が浸透
しています。
産業スパイ、ネットワーク内に不正に入り込むた
めに重要な従業員をターゲットにしたフィッシ
ング (スピアフィッシング)、大量の顧客情報の盗
難などの問題は、防止対策がさらに難しくなっ
ており、その影響も極めて深刻になっています。
また、新しい技術によって社外から仕事をする
社員やモバイルデバイスを利用する社員が増
えています。
そのため、ネットワークの境界が一
段と不明瞭になっており、外部から侵入しやすく
なっています。
一方、法的要件によって、
データの安全性を確
保するための基準が定められ、特に追跡管理と
コンプライアンスに関する規定が厳しくなって
きています。

ビジネスでは、
インターネットを介してお客様と
やりとりすることが増えているため、
ますます多
くの重要データが、企業の Web サイトに接続さ
れたデータベースに保管され、
アクセスと操作
が行われます。
このため、企業の本社がある建物の入口に近づ
くのと同じくらいに、
これらのデータベースにア
クセスすることが簡単になっています。
セキュリティ管理者は、外部からの侵入と社内
からのデータ流出を防止しながら、利便性を維
持するように常に格闘しています。
ネットワーク境界を保護することの他にも、
ビジ
ネスと Web サイトの管理者には、
自社の Web
サービスを利用するユーザーを決して危険にさ
らさないようにする、
という厳しいプレッシャー
が課せられています。

法的要件では、追跡管理とコンプライ
アンスに関する規定が強化されている
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ソーシャルネットワーキングサイトは特にセキュ
リティに関しては無防備です。
ユーザーはソーシャルネットワーキングサイト
を信頼しており、多くの情報をサイトに公開する
ことがあります。
しかし、それらの情報に機密情
報が含まれている場合もあります。
サイバー犯罪者がユーザーのデータをどこまで
盗み出すことができるかは、サイトの設計と運
用方法、そしてサイトで使用されているソフトウ
ェアのセキュリティによって変わります。ユーザ
ーが有用な情報をすべてアップロードして全員
に公開しているのであれば、ハッカーが Web サ
ーバーに侵入してユーザーデータを盗み出す
必要はありません。多くのソーシャルメディアサ
イトは、ユーザーに対する必要な保護対策を導
入し、
プライバシーに関する自社サイトのシステ
ムを十分に把握する以前に、利用ユーザー数を
増加させることだけに注力しています。
そのため、多くのソーシャルネットワーキングサ
イトで、マルウェア、
スパム、
データ盗用が蔓延す
る結果になっています。ソーシャルネットワーキ
ングサイトや各種の Web ページの運営者は、
ユーザーが常に安全にサービスを利用できるよ
うにした上で、目的のサービスを提供する必要
があります。
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一方、セキュリティプロバイダは、
これまでと同
様に、最良の保護対策を提供できるようにサー
ビスおよびソリューションの革新と向上に努め
る必要があります。
悪意のあるコードや脅威をもたらす Web ペー
ジは際限なく増加しており、
スタンドアローンの
独立したソフトウェアとしてセキュリティソリュー
ションを構築することは、非現実的なアプロー
チになってきています。
ここにきて、多くの主要な開発企業が、
ソリュー
ションをクラウド上に展開させています。これに
は利点もありますが、
ありとあらゆる危険性が持
ち込まれる可能性もあり、
さらなる保護対策が
必要となります。
新たに出現する脅威を迅速かつ正確に捉えて、
的確な分析と分類を行うことができる専門的な
システムへの投資を行い、導入することが必須
となります。
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エンドユーザーの教育

本レポートで説明されている詐欺およびソーシャルエンジニ
アリングの手法の多くは、新しいものではなく、
サイバー空間で
もありふれたものです。文明の黎明期から、詐欺師、読心術者、
奇術師は、
自分たちの利益のために罪のない人々を欺き攻撃
してきました。
警戒するようにどれだけ強く注意されていても、巧妙で説得
力のある話に一部の人々がだまされてしまうことは必然のよ
うです。

非常に多くの人々が、思い当たるものをすべてソーシャルネッ
トワークページ上で共有しようとし、
その結果として起こり得る
危険な結果について考えようとしていません。
また、
あまりに多
くの人々が、友人や同僚のアドレスから送信されてきたものだ
からと油断して、
メールに含まれている添付ファイルやリンク
を考えなしにクリックしています。
警戒と賢明な予防策、
そして利便性のバランスを取ることが
必要です。

しかし、
インターネット、大量のメール配信、
ソーシャルネット
ワークが広く利用されるにつれ、詐欺の被害も瞬時に広がるよ
うになってきています。
たった 1 人の詐欺師が、1 度に数百万
の人々に対して詐欺行為を働くことが可能になっています。

ユーザーが信頼してオンラインで取引できる条件としては、
オ
ンラインでの購入や支払いを安全に行うことができること、銀
行がユーザーのお金を正しく処理すること、
そして購入した賞
品が必ず届くことが必要です。

電子メールを悪用する攻撃では、膨大な数のユーザーにリン
クを含んだメールを送りつけます。
その中でわずか数人のユ
ーザーがだまされてリンクをクリックさせるだけで、詐欺師たち
は利益を得ることができます。
メールに含まれたリンクをクリッ
クしただけで、ユーザーのマシンが感染し、詳細な個人情報が
盗み出されたり、不正なオンラインショッピングサイトにアクセ
スさせられてしまいます。

これらの項目が満たされていない場合、
オンラインで取引を
行うのは怖いと感じることになります。

一方、
インターネットによる情報伝達の速さと広がりは、良いこ
とにも活用できます。警告や保護手段を世界中に瞬時に伝達
することも可能です。
ユーザーに有用な情報を提供できる立場にある人々や、脅威
を監視しているセキュリティの専門家たちは、警告情報を随
時公表しており、
それを受け取るユーザー数も増加していま
す。Web の危険性を把握し、最新の詐欺や脅威を警戒する方
法を学ぼうとする人々も増えてきており、着実に安全な環境へ
の準備が整い始めています。
しかし、
まだ道のりは遠いのが現状です。
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「予防は治療にまさる」
というベン・フランクリンの古い格言
があります。
企業とサービスプロバイダは、過去に発生した詐欺や攻撃コ
ードの事例に学んで、適切な予防対策を行うことで、最高レベ
ルのセキュリティと信頼性をユーザーに提供できるようにな
ります。

「予防は治療にまさる」
ベン・フランクリン
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セキュリティ対策に活用
できるツールとは？

サイバー犯罪者たちの策謀とマルウェアの攻撃を回避するため
には、セキュリティに関する有用な情報を得て、ユーザー自身が
常に意識的に警戒することが第一に重要ですが、
さまざまなテク
ノロジーを活用してセキュリティとプライバシーの確保に役立て
ることもできます。
主なテクノロジーには以下のものがあります。

ウイルス対策ソフトウェア：
あらゆるコンピュータシステムに必要不可欠なものです。
悪意のあるコードを検出、
ブロック、除去します。従来型のファイ
ルベースの脅威と同様に、ルートキット、Web ページに埋め込ま
れたスクリプト、
その他のあらゆる攻撃コードや脅威を検出でき
る必要があります。ローカルで検出されたデータが随時追加さ
れるオンラインの脅威データベースを参照することで、最新の脅
威に対して効率的に保護対策を実行できます。深刻な誤検知を
最小限にするために許可リストも活用できます。

ゲートウェイでのマルウェア検出とコンテンツフィルタ：
ダウンロードされるマルウェアをゲートウェイレベルで監視しま
す。
クラウドでルックアップ機能を使用して、悪意のある URL やファ
イル転送をブロックできる必要があります。高機能の Web フィ
ルタリングソリューションを使用すると、企業内に特定 Web 閲覧
ポリシーを適用できます。
管理・レポートシステムを使用すると、企業の管理者は、企業のネ
ットワークを監視して、ポリシー遵守を徹底できます。

スパム対策ソフトウェア：
特に企業環境では必ず導入する必要があります。
電子メールをフィルタリングして、
スパム、
フィッシング詐欺、不正
な添付ファイルや悪意のある Web ページへのリンクがあるメッ
セージを除去します。
誤検出率が極めて低い、強力な検出機能が実装されている必要
があります。
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追跡管理の機能とアーカイブ機能も活用でき、問題があった場
合に、
ブロックされたメッセージを確実に取り出せるようになっ
ている必要があります。

暗号化ソフトウェア：
機密の顧客データを扱う企業や、流出した場合には大きな問題
となるような重要な内部データを保持している組織は必ず導入
しておく必要があります。
データは可能な限り暗号化しておく必要があります。特に転送す
るデータや携行デバイス上にあるデータは暗号化しておく必要
があります。
パスワードをなくした場合や悪意のある従業員による不正利用
があった場合には、復旧機能や管理者によるオーバーライド機
能などを活用できます。

修正パッチの適用と脆弱性の監視：
すべてのソフトウェアには、最新のセキュリティ修正プログラム
が常に適用されている必要があります。
自動更新機能が提供さ
れているソフトウェアもありますが、企業環境では最初に内部テ
ストを行っておく必要があります。
ソリューションによっては、ネットワーク内のすべてのコンピュー
タに修正パッチを一括して適用できます。
また、脆弱性のある古
いバージョンのソフトウェアを検出できるツールもあります。

デバイスとネットワークの制御：
ネットワークの安全性を確保するために、企業ネットワークに接
続可能なシステムやデバイスを規定したルールを適用する必要
があります。企業ネットワークは、脅威の感染源となる可能性のあ
るすべてのものから隔離されている必要があり、
データ盗用のあ
らゆる手段からも保護される必要があります。

データ漏えい防止対策：
機密情報は、特に厳重に保護し、
システムからの別の場所へ移
動できないように保護することができます。
これにより、マルウェ
アや悪意のある従業員が企業や顧客情報を盗み出すことを防ぎ
ます。
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脅威の影響を
受けないために
2010 年も今までに引き続き、人々のコンピュータの使用方法、そ
して仕事と私生活の両方におけるコンピュータとの関わり方が変
化していきました。
その結果、サイバー犯罪者は、
ソーシャルエンジニアリングを活
用した罠を使って、
ソーシャルサイトのさらに多くのユーザーを新
たな攻撃対象とするようになってきました。
私たちが使用している携行デバイスは、その機能においても日々
進化しながら、生活のあらゆる場面で活用されるようになってき
ています。
このため、
これらのデバイスをグローバルネットワーク
に接続すると、一層広い範囲でさまざまな危険が巧妙に持ち込ま
れてしまう可能性があります。
サイバー犯罪が組織化されるようになり、莫大な資金が流入して
きています。
これによって、マルウェアの埋め込み方法、悪質な広
告の配布、
ターゲット型の詐欺などに活用される多くの新手法が
考案され、それらが組み合わせられて悪用されます。
多くの場合、
スパム、詐欺、悪意のあるソフトウェアには境界や区
別はありません。
これらはすべて一緒に動作し、ユーザー自身と
ユーザーのコンピュータと情報を同時に攻撃します。
新たなテクニックや手法が生み出され、流行り廃りもありますが、
これらすべての根本となっていることはほとんど同じです。
つまり、
ソフトウェアとオペレーティングシステムには脆弱性があ
るということ。
そして、
この脆弱性を攻撃するには、ユーザーをだ
まして、本来すべきではないことをさせるということです。
通常、
これには人間の心理が悪用されます。
サイバー脅威に対する技術的な防御方法も、当然、進化・改善さ
れてきています。高機能のソリューションを適切に導入すること
で、ユーザーをだまそうとする行為をブロックしたり、少なくとも
警告などを表示できるため、堅牢な防御壁を作り上げることが可
能です。
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脅威の内容と、詐欺や罠を特定して回避する的確な方法をユー
ザーに教育することは非常に重要です。
しかし、同時に重要なことは、人間の心理に左右されることなく脅
威と戦うことができる技術的な保護対策を設計することです。
セキュリティ対策は、導入が難しい場合もあり、その運用と使用に
より生産性に影響がでることもあります。ユーザーや管理者は、
導入したセキュリティ対策が、業務の支障になる、
あるいは扱い
にくいと感じると、セキュリティを無効に設定したり、迂回させてし
まいます。
サイバーセキュリティの根幹は、すべて人にあります。コンピュー
タは人がやりたいことを可能にしたり、簡単に実行する手助けを
する単なる機械です。
そしてコンピュータの脅威とは、サイバー犯
罪者たちがやりたいことをユーザーやコンピュータにさせること
に過ぎません。脅威の種類・手法を的確に理解しながら、その対
策として有効なツールを選択していくことが、今後共に危険を最
小限にするための最も簡単で確実な方法になります。

サイバー犯罪者は、
ソーシャルエンジ
ニアリングを活用した罠を使って、
ソーシャルサイトのさらに多くの
ユーザーを新たな攻撃対象にしている
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脅威の種類・手法を的確に理解しながらその対策
として有効なツールを選択していくことが、今後の
危険を最小限にするための最も簡単で確実な方法
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