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はじめに
マルウェアは、
ますます高度な手法で拡散しており、
その阻止が困難になっています。
モバイルデバイスや Mac をターゲットにして、ユーザーデータを盗み出すマルウェ
アも存在します。「安全」だと信じているデバイスを何のセキュリティ対策も講ずる
ことなく使用することは、もはや安全ではありません。 被害を受ける前に脅威を正
しく認識し、阻止する必要があります。
2011 年上半期は、有名な企業や組織に対するハッキング攻撃が注目を集めました。 ニュース
ではデータ流出による損害と機密情報の漏えいが大きく取り上げられ、企業は現在も厳戒な保
護態勢を敷いています。
一方、偽のウイルス対策製品や SEO ポイズニングなどの Web の脅威は、今年も最も悪用され
ているマルウェア攻撃の手法となっています。 これまでマルウェア攻撃を受ける可能性が低
かった Mac ユーザーも、2011 年は攻撃対象となりました。 スマートフォンが急速に普及し、
ソーシャルネットワーキングのユーザーが爆発的に増加する中、IT 部門はセキュリティの確保
と情報共有の利便性をどのようなバランスで優先させるかについて苦慮しています。 モバイ
ルプラットフォームやソーシャルネットワーキングは、業務でも個人的な目的でも使用され、
その境界が不鮮明なままであるため、そこでやりとりされるビジネスデータが危険にさらされ
ている状況は変わりません。 電子メールスパムも進化を続けており、スピアフィッシング攻
撃はさらに高度になっています。
2011 年の年明けから、ソフォスは毎日 15 万件におよぶマルウェアの検体を確認しています。
ほぼ 0.5 秒おきに新しいマルウェアファイルが検出されている計算となり、2010 年と比較し
てマルウェア数は 60% も増加しています。 2011 年上半期は毎日 19,000 件の悪意ある URL も
新たに確認されています。 これらの URL の 80% は、正規のサイトがハッキングによって乗っ
取られたものです。
ソフォスは、新手の攻撃手法を継続して追跡しており、阻止するために最大限の努力を行って
います。 安全の確保には、脅威の最新の動向を把握することが不可欠です。 そうすることで、
適切な対策を講じてマルウェアの侵入を阻止し、安全に業務を継続して高い生産性を維持でき
るようになります。
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脅威の状況
2011 年上半期
脅威の動向を理解するためには、マルウェアが潜む
場所、攻撃対象、そして攻撃の目的を把握する必要
があります。 以下の統計データは、2011 年上半期
の脅威の状況を端的に示しています。

電子メールの
使用が

59% 減少

最新の comScore レ

ポートによると、電子
メールの使用が 12 〜

15万件

のマルウェア検体
2011 年上半期、
SophosLabs はこれだ
けのマルウェア数を毎
日分析しています。
こ
の数は 2010 年と比較
して約 60 % も増加し

17 歳のユーザー層で
59％、25 〜 34 歳の
ユーザー層で 34% も
減少しています。多くの
ユーザーが、
Facebook、SMS、
ツ
イートなどの新しいコ
ミュニケーション方法
に移行していることを
示しています。

ています。
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4.5 秒 に

一度新たな Web
の脅威が発生

100万人
の被害者

サイバー犯罪者は偽の
ソフトウェアを売り続

2011 年上半期、

けており、
その被害者

SophosLabs は、毎日

数は 100 万人におよ

平均で 19,000 件の悪

ぶとFBI は予測してい

意ある URL が新たに

ます。偽のソフトウェア

確認しています。
これ

の価格は、50 ドルから

は 4.5 秒おきに新しい

130 ドルとなっており、

脅威が発生している計

被害総額は 7,200 万ド

算になります。

ルに達しています。

81 % の

SNSユーザーが
セキュリティリス
クを意識
ソフォスが、
ソーシャル

インターネット
上では

99.999%

が他人

オンラインで出会う
「友人」
と安易に情報
を共有しないでくだ
さい。

ネットワークサイトを利
用している 1,700 人の
ユーザーに対して調査
を実施したところ、回答
者の 81% が、Facebook
が最大のセキュリティリ
スクになっていると感じ
ていました。1 年前に同
じ質問をしたときの
60% から大幅に増加し
ています。

85% 以上の

企業がモバイル
デバイスの利用
規定 を策定
ただし、会社所有のモ

バイルデバイスのユー
ザーに対して具体的な
ポリシー (AUP)を設定
しているのは、
そのうち
の 69% のみでした。
さ
らに、個人が所有する
モバイルデバイスにま
で対象を広げてポリ
シーを設定しているか
どうかを尋ねた場合、
上記の数字は 31% に
まで減少します。

6.859万人

のユーザーが疑わ
しい動画を閲覧
Facebook で友人に
「Chocolate Rain」の動
画を観るように勧められ
ても、
クリックしないでく
ださい。
クリックジャック
詐欺の恐れがあります。

注 : 上記のデータは、本レポートの発行時点での最新情報です。
上記の数値は変わる可能性があります。
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マルウェアの最新動向
悪意のあるソフトウェアは、コンピュータウイルスやワームなど、さまざまな形態で、
コンピュータの処理を妨害・拒否したり、個人情報や機密情報を盗み出したり、シ
ステムリソースに不正にアクセスしたりします。 2011 年 1 月以降、多くの有名企業・
組織が深刻なマルウェア攻撃を受け、データ流出が発生しました。 面白半分で攻撃
が行われたケースもあれば、金銭目的や政治的な動機があるなど、攻撃の理由はさ
まざまでした。また、理由が不明な攻撃もありました。

特定のターゲットに対する攻撃 : 攻撃の目的・動機はさまざま
特定のターゲットを攻撃できる攻撃者は、巨額な金銭的利益を得ることを目的として攻撃のチャンスを常に窺っ
ています。このようなサイバー犯罪者は、長い時間をかけて、ネットワークセキュリティ機能を迂回する手段を
見つけ出します。 誰にも気付かれないように慎重に辛抱強く攻撃を進めることによって、ネットワークに侵入し、
データを盗み出します。 2011 年上半期で最も注目を集めた攻撃として、RSA 社へのハッキングとその後に続いた
Lockheed Martin 社と国際通貨基金 (IMF) への攻撃などが挙げられます。
その一方で、「ハクティビスト」による攻撃は多くの場合、金銭的利益ではなく自らの主義を主張することを目的と
しています。

スリルと名声のためにハッキングを行う LulzSec
通常、ハクティビストは政治的な動機に基づいてハッキングを行います。 ハクティ
ビストは自分たちの掲げる大義名分に従って、企業や組織、Web サイトを攻撃して
います。 ハクティビストのグループは、その主張を通すために、Web サイトの改ざん、
トラフィックのリダイレクト、DoS 攻撃、情報の奪取を実行します。
最近マスコミで大きく扱われているのは、悪名高いハッキンググループである Lulz Security (LulzSec) です。 単に
Lulz とも呼ばれる LulzSec は、インターネットを通じてメンバー同士がゆるやかに結びついたグループで、ソニー
に対する容赦ないハッキングや、PBS、米国上院、CIA、FBI の関連組織 InfraGard などへの攻撃に関与しています。
Lulz というグループ名は、
「爆笑」という意味のスラング LOL (laughing out loud) が由来です。Lulz は、Web サイ
トや組織に存在するセキュリティ脆弱性を面白半分に明らかにすると主張しています。
本レポートの発行時点で、多数の企業・組織に対する一連のハッキングおよび DoS 攻撃に関与した疑いで英国エセッ
クス州在住の 19 歳のハッカーが逮捕されています。 この男は、LulzSec の主要な攻撃に関係していたために逮捕さ
れたと推測されていますが、詳細は確認されていません。
LulzSec は、彼らの 50 日間の「船旅」は終わりを迎え、さらに遠方へ航海に出なければならない、という声明を発
表しました。 その直後、別のハッカーグループ A-Team が、LulzSec のメンバー数人の身元を暴露する文書を公開
しました。
ハッキングはセキュリティ脆弱性の発見に一役買っていると考える人々もいますが、ハクティビストによって企業
のデータや個人情報が流出する恐れもあります。 米国のオバマ政権は、政府のコンピュータネットワークに侵入 し
た犯人、あるいは国の安全保障を脅かす危険性のある人物への刑罰を重くすることを検討しています。
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マルウェアの侵入方法
ハッカーが悪意あるソフトウェアをばら撒く経路には、ユーザーがネットサーフィ
ン中にクリックしたリンク、オペレーティングシステムやデスクトップまたはノー
トブック PC で実行されるソフトウェア、送信された電子メールメッセージと添付
ファイルなどがあります。 ユーザーが使用しているモバイルデバイスやソーシャル
ネットワーキングサイトもターゲットになっています。 サイバー空間で何かする場
合には、あらゆる部分のセキュリティについて入念にチェックすることが不可欠と
なっているのです。

Web 脅威 : 4.5 秒ごとに誕生する新たな脅威
サイバー犯罪者は、ユーザーが日常的に Web を使用している状況を悪用して、攻撃を実行しています。 Web は今
なお、サイバー犯罪者が悪用する最大の攻撃経路です。 2011 年上半期、ソフォスでは毎日平均で 19,000 件の不正
な URL を新たに検出しています。これは、4.5 秒に 1 件の計算になります。
一見、正規に見える Web サイトにアクセスした場合でも、コンピュータが不正コードに感染することがあるという
事実を認識していないユーザーが今も少なくありません。 ソフォスが検出した悪意のある URL の 80% 以上が、サ
イバー犯罪者にハッキングされた正規の Web サイトでした。 世界中で暗躍するサイバー犯罪者は、正規サイトの
データへのアクセス権を取得し、サイトを意のまま操ろうとします。 サイトで使用され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。
マルウェアのホスト国ランキングのトップは、引き続き
米国です。ただし、2011 年上半期では、米国でホスト
されているマルウェアの割合は 2010 年の 39.39% から
1.4 ポイント減少しています。 昨年 2 位であったフラン
スは、今年その座をロシア連邦に譲っています。
最も拡散および頻発している Web 脅威は、
「押し売りソ
フト」や「スケアウェア」とも呼ばれる偽のウイルス対
策ソフトウェアと、SEO ( 検索エンジン最適化 ) ポイズ
ニングの 2 つです。 サイバー犯罪者は、これらの攻撃
手法を個別に、あるいは組み合わせて使用することで、
ユーザーのマシンを乗っ取ることができます。

偽のウイルス対策製品： 数百万ドルに達するセキュリティ詐欺の被害額
2010 年に最も頻発していた脅威の 1 つが、偽のウイルス対策製品でした。 2011 年上半期も偽のウイルス対策製品
は依然として大きな脅威でしたが、現在新たな攻撃対象となってきているのは Mac ユーザーです。
偽のウイルス対策の仕組みは次のとおりです。 コンピュータがウイルスに感染したという偽の警告が、通常、ポッ
プアップメッセージに表示されます。 このようなメッセージには、正規のウイルス対策ベンダーから盗んだロゴや
証明書まで含まれているため、本物らしく見えます。
自分のコンピュータがウイルスに感染したとユーザーが信じれば、詐欺は成功です。 ポップアップメッセージは、
感染したウイルスを除去するためにウイルス対策ソフトウェアを購入するよう指示します。 当然ながら、このソフ
トウェアを購入しても、ユーザーのコンピュータが保護されることはありません。 また多くの場合、別のマルウェ
アがユーザーのマシンにインストールされ、クレジットカード情報が盗み出されます。 FBI は先日、数百万人のユー
ザーに偽のソフトウェアを購入させたサイバー犯罪者グループを逮捕しました。 同グループは、偽のソフトウェア
セキュリティ脅威レポート 2011 年上半期
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を 50 ～ 130 ドルで販売し、7,200 万ドルの利益を上げていました。
偽ウイルス対策製品の詐欺の多くは、今も Windows ユーザーをターゲットにしていますが、Mac 向けの偽のウイ
ルス対策ソフトウェアもかつてないほど増加しています。 感染させた Mac をポルノサイトに定期的にアクセスさせ
ることもあります。また「修正プログラム」を追加で購入させようとする場合もあります。しかし、これはユーザー
に自分の Mac が感染してしまったと信じ込ませてクレジットカード情報を盗み出そうとする、巧妙なソーシャルエ
ンジニアリングの一手法にすぎません。

SEO ポイズニング : 詐欺行為に引きずり込むための入口
検索エンジンは、ユーザーにとって Web への玄関口となっています。 このため、サイバー犯罪者は悪意あるペー
ジにユーザーを誘導しようと、Google、Bing、Yahoo などのサイトの検索結果を改ざんします。 SEO ( 検索エンジ
ン最適化 ) はインターネットを利用した一般的なマーケティング手法で、多くの企業が自社サイトにユーザーを呼
び込むために活用しています。 しかし、この手法は悪用される恐れがあります。 攻撃者による SEO の悪用は、SEO
ポイズニングまたはブラックハット SEO と呼ばれます。SEO ポイズニングは、攻撃者のサイトを検索エンジンの結
果の上位に表示させ、ユーザーを悪意のあるサイトにリダイレクトするために用いられます。 サイバー犯罪者は、
被害者の数を最大限に増やす目的で、人気急上昇のニュースや人気の高い「旬の」トピックなど、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。 また、よく使用される検索用語がハイジャックされ
るケースもあります。これは、さまざまに情報を検索するあらゆるユーザーを幅広くターゲットにするためです。
このような悪意のあるサイトにユーザーが意図せずにアクセスしてしまうと、マルウェア ( ウイルス、ワーム、ウ
イルス対策ソフトを装ったトロイの木馬、など ) がコンピュータにインストールされます。 ハッカーサイトにリダ
イレクトされると、そのサイト上のコードによって、ユーザーコンピュータのソフトウェアに存在する脆弱性を悪
用する不正な PDF や Java のコンポーネントがユーザーのコンピュータにロードされます。 これは「ドライブ・バイ・
ダウンロード」と呼ばれるもので、攻撃が成功するとマルウェアがユーザーのマシンにインストールされることに
なります。
ソフォスでは、爆発的な勢いでユーザートラフィックの取得に成功している新たな SEO 攻撃に関して監視・追跡を
行っています。 ブラックハット SEO は、サイトが検索結果の上位に表示されるよう設計されたコンテンツを正規の
Web サイトに挿入しておき、ページにアクセスしてきたユーザーを気付かれないうちに悪意のあるサイトにリダイ
レクトするという攻撃手法です。 改ざんされた検索結果は、通常の Web 検索だけでなく、画像検索でも表示され
ます。ブラックハット SEO 攻撃は、非常に効果的な方法です。 ソフォスのお客様が Web アプライアンスでブロッ
クしたマルウェアのランキングでは、検出された全マルウェアの 30% 以上をブラックハット SEO が占めています。

消滅しないワーム「Stuxnet」
Microsoft Windows のワーム Stuxnet は、セキュリティ専門家たちの間で「二重弾頭」として機能する極めて高度
なマルウェアであると評されており、2011 年も消えることなくさまざまな影響を残しています。
Stuxnet 攻撃が登場したことで、新たな形の産業界での戦争が勃発し、米国を始めとする国々が大きな危険にさら
されるのではないかと危惧する専門家もいます。 また一部の専門家は、Stuxnet ワームについては米国政府に責任
があると主張しています。この点について、国防副長官のウィリアム・リン氏は先日行われた CNBC のインタビュー
で質問を避けました。Stuxnet ワームが開発された国は未だ明らかではありませんが、Stuxnet によって、サイバー
攻撃が金銭的利益を追求していただけの時代は終わりを告げました。国家の安全保障に関わる機密情報を盗み出し
たり、社会基盤に混乱を生じさせたりする脅威が現実となったのです。 Stuxnet への対応を含め、英国政府は国家
のサイバー防衛能力を強化しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Web 脅威に対する保護戦略
Web 利用におけるリスクを低減させるためには、ハッキングされたサイトでマルウェアを検出し最新のマルウェア
のドメインや URL に迅速に対応できる高度な保護テクノロジーを導入する必要があります。 保護機能を迂回しよう
とするユーザーには保護機能の重要性を認識させ、Web プロキシへのアクセスは注意深く監視・管理するべきです。
また、ユーザーは PC および Mac にウイルス対策ソフトウェアをダウンロードして活用することが推奨されます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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オペレーティングシステム : 現実の脅威となった Mac のマルウェア
「Mac の安全神話」の崩壊

Mac に被害を与えるマルウェアは存在しないと思われていましたが、Mac に対する
マルウェアの脅威は今や現実です。 Mac に新たな活動の場を見出したマルウェアの
作成者は、今後も攻撃の手を緩めることはないでしょう。
「現実に、実環境に存在するマルウェアが Mac ユーザー
に感染している」という事実は、過去 10 年の Mac マル
ウェア史上で最大のニュースです。 サイバー犯罪者た
ちは Mac への感染にも、従来と同様の手法 ( 前述した
偽のウイルス対策製品や SEO ポイズニングなど ) を活用
しています。
Apple 社は、「MacDefender」と呼ばれる偽のウイルス
対策ソフトに関して 6 万件以上の技術サポートの問い合
わせの電話を受けたとされています。 Apple 社の対応
は後手に回り、対応のスピードも遅くなっていました。
その後、さらに「Mac Protector」と「Mac Guard」とい
う別の偽ソフトウェアも登場しました。「Mac Guard」は、管理者パスワードの入力を要求することなく自動的にイ
ンストールされてしまうという点で、より深刻な問題となっています。 その対策として、Apple 社ではすでにナレッ
ジベース認証 (KBA) を導入しました。KBA は、ユーザーの身元を確認し、Xprotect (Mac OS X の最新リリースに組
み込まれているマルウェア対策システム ) を定期的に更新します。
ソフォスの Facebook ページでアンケートを実施し、現時点で Mac にウイルス対策ソフトウェアをインストールす
るよう友人や家族に勧めるかどうかを尋ねたところ、全回答者 968 名のうちの 89% が「はい」と答えました。

Microsoft Windows: Windows XP 向けのマルウェアは引き続き優勢

前述のとおり、マルウェアはプラットフォームに関係なくマシンに感染します。
Microsoft Windows は マ ル ウ ェ ア が 多 い こ と で 有 名 で す が、 サ イ バ ー 犯 罪 者 が
Windows を狙う理由はそのインストール数の多さです。
Microsoft は約 6 億台のコンピュータから
データを収集しており、このデータをもと
にマルウェアが Windows に及ぼす影響を明
らかにしています。 Microsoft 社の最新レ
ポートである「セキュリティ インテリジェ
ンス レポート」第 10 版では、Windows 7
を標的にしたマルウェアが増加しているこ
とが明らかになっています (Windows 7 は
現在、全 Windows コンピュータの約 4 分の
1 にインストールされています )。 約半数の
Windows ユーザーが使用している Windows
XP を標的にした新しいマルウェアは減少し
ていますが、Windows XP のマルウェアは
現在も Windows 向けに作成されたマルウェ
アの大半を占めています。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

オペレーティングシステムの保護戦略
マルウェアを葬り去る最も簡単な方法は、最新のセキュリティ上の問題や Mac と Windows の脆弱性を常に把握し
ておくことです。 また、予防策として、使用している Web ブラウザの環境設定メニューを開き、
「ダウンロード後、
" 安全な " ファイルを開く」オプションを無効にすることが推奨されます。 これによって、ファイルがダウンロー
ドされてもコンピュータ上に自動的にはインストールされません。
修正パッチを迅速に適用することも重要です。 速やかにパッチを適用すれば、新たに発見された脆弱性に対する攻
撃を効果的に阻止できます。 同時に Windows 向けのエンドポイントセキュリティ製品およびウイルス対策製品を
利用することによって、さらに効果的に組織を保護できます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

モバイル：ポケットに収まるミニコンピュータ
企業ネットワークに導入されるスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイ
スの数は、日々増加しています。 こうしたデバイスの数が爆発的に増加しつつある
今、モバイルデバイスはポケットの中の PC であり、一般の PC と同様に脆弱である
と理解することが企業にとっては極めて重要です。 これらのモバイルデバイスでも
オペレーティングシステムが稼働しており、Web にアクセスできるために通常の PC
と同様の脆弱性を持ちます。 しかし、モバイルデバイスを適切に保護し、保護の必
要性を伝えるのは容易ではありません。
ソフォスは先日、数か国の IT セキュリティ専門家を対象に、モバイルデバイスの利用と企業リソースへのアクセス
についてアンケート調査を行いました。 240 件以上の回答のうち、94% がモバイルデバイスから企業リソースへの
アクセスを許可していると答えています。 最も高い割合を占めていたのは、BlackBerry および Windows Mobile の
OS からのアクセスでした。
また、この調査では、85% 以上の企業がすでに利用規定 (AUP) を定めているものの、会社所有のモバイルデバイス
のユーザーに対して具体的なポリシーを設定しているのは、
そのうちの 69% のみであることも明らかになりました。
さらに、個人が所有するモバイルデバイスにまで対象を広げてポリシーを設定しているかどうかを尋ねた場合、上
記の数字は 31% にまで減少します。企業所有か個人所有かに関係なく、すべてのモバイルデバイスに対して、利用
規定 (AUP) を定めることが求められています。
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オンラインバンキングを狙うマルウェアの急増で利用規定 (AUP) は必須に
Forrester Research 社は、米国の成人が何らかの形で携帯電話を使用した銀行取引を行う割合は、現在の 12% から
2015 年までに 20% に増加すると予測しています。 ネットワーク、ビジネスデータ、および個人情報の整合性とプ
ライバシーを保持することが、ますます重要になっています。 オンラインバンキング アプリを狙ったモバイルアプ
リケーションのマルウェアが 2011 年に発見されており、保護対策の重要性はさらに高まっています。
オンラインバンキング アプリを狙った最初のマルウェアは、OddJob と呼ばれ、2011 年 2 月に発見されました。
OddJob は、ユーザーがログオフした後も、オンラインバンキング サイトのセッションを開いたままにします。 サ
イバー犯罪者は、ユーザーのオンラインバンキングセッションの識別に使用されるセッション ID トークンを盗み出
すことによって、インターネット上で正規ユーザーになりすまして、さまざまな取引を銀行と行うことが可能にな
ります。 OddJob が標的にしているのは、米国、ポーランド、デンマークの Symbian と BlackBerry のスマートフォ
ンと、オンラインバンキングのユーザーです。
2 番目に発見されたオンラインバンキング アプリ向けのマルウェアは Zitmo または Zeus Mitmo (「Zeus in the
Mobile」、「Zeus Man-in-the-Mobile」の省略形 ) と呼ばれ、オンラインバンキングで使用される二要素認証を迂回
することを目的としていました。 このトロイの木馬の標的は Android、Symbian、Windows Mobile、BlackBerry の
携帯電話であり、電話番号、デバイスタイプ、ユーザーの mTAN ( 携帯電話のトランザクション認証番号 ) などの詳
しい情報を要求します。 Zitmo がインストールされると、受信した SMS メッセージの中に銀行取引の内容がないか
を監視し、SMS 経由でコマンドを受け取るためのバックドアを開きます。 また、携帯電話に不正なデータベースを
作成して、口座情報を取得します。 ハッカーは入手した情報をもとに、ユーザーのオンラインバンキングプラット
フォームにアクセスし、銀行のセキュリティ対策上の手順を無効にして偽のトランザクションを実行することがで
きます。 これまでのところ、ポーランドとスペインのユーザーがこの攻撃の被害に遭っています。
携帯電話を開発している各企業は、独自のセキュリティ戦略を持っていて、その効果には差があります。 スマート
フォンのオペレーティングシステムがどのようにユーザーを保護しているのかを十分に理解していないと、マルウェ
アによる攻撃を受けることになります。

Google 社の Android：セキュリティの確保が難しいオープンプラットフォーム
Android は現在も米国における市場シェアを拡大しており、調査会社 comScore の分析によれば、2011 年の第 1 四
半期に 6% の大幅な伸びを見せています。 ( 興味深いことに、市場シェアは国ごとに大きく異なっています。) プ
ラットフォームがオープンであること、そしてさまざまなアプリケーションを利用できるという特性が、Google
Android 携帯でのセキュリティの確保を困難にしています。
Google は「リファレンス設計」とも言うべき OS を公開していますが、デバイスに合わせてこの OS をカスタマ
イズし、テストするかどうかはメーカーに委ねられています。 多くの企業が、さまざまな携帯電話会社向けに
Android 携帯を製造しており、各デバイスの OS は独自のものとなっています。 電話会社も独自のカスタマイズを
行っているため、さまざまなバリエーションの Android が市場に出回っています。 おそらくそのためだと考えられ
ますが、Android に対する新しいマルウェアが出現する頻度が高まっています。
サイバー犯罪者は 2011 年上半期、SMS 型トロイの木馬 ( 作成元は不明 ) など、多数のマルウェアを使用して
Android Market に侵入しました。 深刻な被害をもたらした 3 月の事件では、50 以上の Android アプリが Droid
Dream というマルウェアに感染しました。 6 月には、Android Market から少なくとも 10 個のアプリケーションが
Google 社によって削除されました。削除されたアプリは、スマートフォンから個人データを盗み出すのに使用され
る Plankton というマルウェアをホストしていました。
Android 向け Skype のベータ版では、重要なデータを流出してしまう脆弱性が発見されました。 ただし、Skype は
この脆弱性を修正することを約束しています。
Android デバイスの 99% に存在していて、悪用されると誰でもユーザーの Google の「カレンダー」と「連絡先」
を盗み見ることができるセキュリティホールが、ウルム大学の研究者らによって公開されました。 Google はこのセ
キュリティホールを修正しましたが、深刻なセキュリティ上の脆弱性が Android デバイス自体に発見された場合に
どのように対応するかについては今後の課題として残されています。 OS のアップデートの公開について、Google
はメーカーと携帯電話会社に頼っているため、修正プログラムが使用可能になっても、すぐには Android ユーザー
に送信されない可能性があります。 これは大きな問題です。 ユーザーが携帯電話にアップデートを適用するために
は、事前に Google がその不具合を修正し、デバイスのメーカーが自社のカスタム OS にパッチを適用した後、電話
会社が修正プログラムをユーザー向けに公開するのを待たなければなりません。
Android に関連して脆弱性が存在するのは Android スマートフォンだけではないことを企業は認識しておく必要が
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あります。 Android OS を搭載した Samsung 社の Galaxy Tab や HTC 社の Flyer などのタブレットも脅威にさらされ
ており、ユーザーのデータが流出する危険性があります。
Google は現在 2 つの方面から課題を突き付けられています。 1 つは、セキュリティ強化を要求するユーザーの声
です。 もう 1 つは、ソフォスを始めとするセキュリティベンダーからの要望です。ソフォスでは、増加傾向にある
Android マルウェアに対して、セキュリティソフトウェアがより効果を発揮できるような高度な OS インターフェー
スを確立するように Google に求めています。

RIM 社の BlackBerry：厳しい QA ( 品質保証 )
投資家からの信頼は薄れ、iPhone に市場シェアを奪われつつあるにもかかわらず、Research In Motion (RIM) 社の
BlackBerry は今も多くの企業で採用されています。
RIM は BlackBerry のすべてのソフトウェアとアップデートを一元的に管理しています。 BlackBerry の携帯端末を製
造している会社は他にないため、RIM 社はセキュリティを強化するために非常に厳しい品質保証 (QA) プロセスを通
じて不具合を検出し、修正プログラムとアップデートを定期的に公開しています。
だからと言って、脆弱性が存在しないわけではありません。 CanSecWest で行われる HP 主催の PWN2OWN コンテ
ストでは、倫理性と高いスキルを持ったエシカル ハッカーたちが、未公開のブラウザ攻撃コードを使用して、ノー
トブック PC または携帯電話で任意のコードを実行すること (PWN) に挑みます。 成功したハッカーは、賞品として
新しいモバイルデバイスを持って帰ること (OWN) ができます。
コンテストに参加したハッカーたちは、Google の Chrome ブラウザの Webkit コードベースに存在する欠陥を利用
し、BlackBerry を攻撃することに成功しました。 Google 社の対応は驚くほど速く、即座に問題のある Chrome のコー
ドに修正を加えました。
また、2011 年 7 月に RIM 社は、Adobe Flash の複数の問題に関するセキュリティアドバイザリを発表しました。そ
の中で最も重大な問題が悪用された場合、Adobe Flash を使用する任意のアプリケーション (RIM 社の最新製品であ
る BlackBerry PlayBook など ) のコードがリモートから実行される可能性がありました。 本レポートの発行時点で攻
撃は確認されていませんが、RIM 社は PlayBook ユーザーに対し、Flash の脆弱性から保護するためにソフトウェア
を更新するようアドバイスしました。

Apple 社の iOS: App Store のセキュリティ上の利点
iPhone および iPad には、セキュリティ面で RIM 社と同じ利点があります。携帯端末だけでなくオペレーティング
システムも Apple 社が同時に制御できるという点です。
また、非常に厳しいルールに従ってアプリを選定して、Apple Store が不正なアプリの危険性を排除していることも
利点と言えます。 有料アプリを使用しているユーザーは、比較的安全です。 しかし、iPhone を「Jailbreak」( ロッ
ク解除 ) して iOS を変更しているユーザーは、悪意のあるアプリをダウンロードしてしまう可能性があります。
位置追跡の機能に関する不具合も、Apple 社に対する反発を生みました。これは、iPhone と iPad が位置情報を収集・
保存していたため、理論上 iPhone にアクセスできれば、ユーザーの居場所を追跡できるという問題です。 その後
Apple 社は、この脆弱性に対応する iOS アップデートを公開し、Mac コミュニティで再び好意的な評価が得られる
ことを期待しています。

Microsoft 社の Windows Phone 7 は中庸なセキュリティ ?
RIM 社や Apple 社と同様に、Microsoft 社は Windows Phone プラットフォームのアップデートの配信を一元的に管
理しています。 しかし、BlackBerry や iPhone とは違い、Windows Phone は複数の異なるデバイスメーカーによっ
て製造され、携帯電話会社も複数存在します。
Microsoft 社による携帯電話の管理は RIM 社や Apple 社ほど厳密ではありませんが、アップデートプロセスは
Android 携帯のようにデバイスメーカーと電話会社に依存しているわけではありません。 そのため、Windows
Phone はある意味その 2 つの中間に位置しています。
Microsoft 社によるアップデートの一元管理では、修正プログラムが使用可能になり次第、不具合は修正されること
を意味しています。 しかし、この方法の場合、デバイスメーカーと電話会社はインストールするアップデートを個
別には選択できないため、ある種のリスクが伴います。
たとえば、今年初めに Microsoft 社は Windows Phone 7 のアップデートを公開しましたが、このアップデートの一
部は Samsung Omnia 携帯で不具合を発生させ、データを復旧できない状態にしてしまいました。
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モバイルデバイスの保護戦略
現在、ほとんどのユーザーがモバイルデバイスを私用と業務の両方に使用しています。 これまで、企業の IT 部門は、
業務で使用するテクノロジーと個人がプライベートで使用するテクノロジーを切り離そうとしてきましたが、両者
が混在する環境を回避することはできなくなっています。
>> ユーザーのセキュリティ意識を高めるトレーニングを行い、具体的にポリシー、暗号化、ファイアウォール、ロ
グインパスワードの設定方法を伝達するような、モバイルデバイスのためのセキュリティプログラムを導入す
ることの重要性が一層高まっています。 すべてのスマートフォンユーザーは、携帯電話のパスワードを適切に
設定する必要があります。 Apple 社が最近実施した調査によると、iPhone ユーザーの 15% が、ロック画面を
解除するのに、誰もがよく使用するために使用を避けた方が無難と考えられる 10 個のパスワードのうちの 1 つ
を使用しています。
>> モバイルデバイスの保護に関する実践的なアドバイスについては、
「モバイルユーザーを保護するための 7 つの
ヒント」をご覧ください。
>> モバイルデバイスのデータ保護、ポリシーコンプライアンス、およびデバイス制御機能を提供する Sophos
Mobile Control の詳細についてもご確認ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ソーシャルネットワーキング
個人情報へのアクセスを制限して、増大する脅威に対抗
ソーシャルネットワーキングのプライバシーに関する問題が、2011 年上半期を賑わ
しました。 大半のソーシャルネットワークでは、すべての情報が共有されるデフォ
ルト設定になっています。そのため、ユーザーが自分のアカウントのプライバシー
を守るためには、オプションを再設定する必要があります。 デフォルトの設定では、
友達だけでなく見ず知らずの他人まで個人情報にアクセスできるため、セキュリティ
上多くの問題が発生する可能性があります。
ソーシャルネットワークによってどれだけのセキュリティ問題がもたらされるのかを把握するため、ソフォスはソー
シャルメディアに関するアンケートを実施し、企業がスパム、フィッシング、マルウェアなどのインシデントに遭
遇したことがあるかどうか調査しました。 回答者 2,000 名のうち、自分または同僚がソーシャルネットワーキング
サイトでスパム攻撃を受けたことがあるのは 71%、フィッシング攻撃を受けたことがあるのは 46%、マルウェアを
受信したことがあるのは 45% でした。 残りの回答者は、被害を受けたことがないか、分からないと回答しています。
ソーシャルネットワーク上ではすべての個人情報がすぐに手に入るため、サイバー犯罪者はユーザーの情報を盗み、
そのユーザーの個人情報に基づいて攻撃を自在にカスタマイズできます。 この手法は「ソーシャルエンジニアリン
グ」と呼ばれるもので、非常に気付かれにくいセキュリティ脅威です。
三大ソーシャルネットワーキングサイトの Facebook、Twitter、LinkedIn を悩ませている最近の攻撃とプライバシー
の問題と Google+ について以下に詳しく説明します。

Facebook: 多発するセルフ XSS、クリックジャック、アンケート詐欺
膨大な数のユーザーを抱える Facebook は、友達以外の人がユーザーの個人情報を知ることもできるため、詐欺を
行うサイバー犯罪者の格好のターゲットとなっています。
ユーザーは Facebook の収入源がユーザーではなく、広告であることを認識しておく必要があります。 広告主の目
的は可能な限り多くの人にメッセージを届けることであるため、Facebook は「友達」以外のすべての人にもユーザー
の個人情報を提供しています。 さらに最近では、Facebook の顔認識機能によってユーザーがこの機能を無効に設
定しない限り、写真に自動的にタグ付けが行われてしまいます。
Facebook では、クロスサイト スクリプティング、クリックジャック、偽のアンケート調査、なりすましなどの詐
欺行為が横行しています。 現在、サイバー犯罪者たちの人気を最も集めている攻撃の 1 つが、クロスサイト スクリ
プティングあるいは「セルフ XSS」と呼ばれる方法です。 Facebook に表示される「何で君がこのビデオでタグ付
けされているの？」などのメッセージや、偽の「Dislike」( よくない！ ) ボタンなどをクリックしてしまうと、ユー
ザーを騙して悪意ある JavaScript コードをブラウザのアドレスバーに貼り付けさせる Web ページが表示されます。
セルフ XSS 攻撃では、隠蔽・難読化された JavaScript がユーザーのコンピュータ上で実行され、知らないうちにマ
ルウェアがインストールされる可能性があります。
また、Facebook における詐欺攻撃では、ニュースやレジャーなどの話題に対するユーザーの興味を利用して、自発
的に個人情報を開示するように仕向けることができます。 ロイヤルウェディングの招待客名のリストを作る遊びと
称して自分の祖父母の姓名やペットの名前などを組み合わせるように求める投稿や、
「母の日を祝して」として自分
の子供の名前、誕生日、体重の入力を求める投稿は、一見問題がなさそうに思えてしまいます。しかし、子供の名
前や誕生日、ペットの名前、詳細な住所などを一度入力してしまうと、それらの情報は永遠にインターネット上に
残ります。 このような情報はパスワードまたはパスワードを忘れた際の質問に使用されるため、なりすましに悪用
される可能性があります。
ほかにも、Facebook ユーザーに対する攻撃には「Like ( いいね！ ) ボタンジャック」あるいは「UI 着せ替え攻撃」
とも呼ばれる「クリックジャック」があります。 クリックジャックは、一見無害に見える Web ページでユーザー
にクリックを行わせて、ユーザーの重要な情報を開示させたり、コンピュータを乗っ取ったりする攻撃方法です。
クリックジャックには、ユーザーに気付かれることなく実行可能な埋め込みコードまたはスクリプトが使用されま
す。 表示内容とは異なる機能を実行するボタンが使用されることもあります。 このボタンがクリックされると、ス
テータスアップデートを介して、登録されている連絡先が攻撃を受け、詐欺が広まっていきます。 詐欺師たちは、
「巨
大赤ちゃん出産の驚愕のシーン」や「世界一おかしなコンドームの CM ( 爆笑 )」といった題名のメッセージによっ
てユーザーの好奇心をかき立てます。 上記のどちらのクリックジャックも、ユーザーに動画の閲覧を勧める Web
14
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ページが表示されます。 動画を再生すると、
ユーザーがそのリンクを気に入って「いい
ね！」ボタンを押したことを示す投稿が友達
に共有され、Facebook 全体に拡散されます。
クリックジャック攻撃は多くの場合、スパム
のリンクからアプリケーションをインストー
ルされてしまう「アンケート詐欺」と関連し
ています。 サイバー犯罪者は、オサマ・ビン
ラディンの動画など新しい話題を利用して、
ユーザーを偽の YouTube サイトに誘導し、
アンケートに答えさせようとします。そして、
ユーザーがアンケートに回答するたびに、手
数料を受け取ります。 アンケートに回答した
場合、そのユーザーの Facebook の友達にも
同様の詐欺攻撃が広がっていきます。
Facebook の新しいセキュリティ機能は理論上、ユーザーを詐欺行為およびスパムから守ってくれるはずですが、残
念ながらその多くは効果がありません。 セルフ XSS、クリックジャック、アンケート詐欺は、ほんの数年前には存
在していませんでした。しかし、これらの不正行為は現在、毎日のように Facebook などのソーシャルネットワー
クで発生しています。ソフォスのアンケート調査で、セキュリティ上最もリスクが大きいと感じるソーシャルネッ
トワークを尋ねたところ、回答者の 81% が、Facebook が最大のセキュリティリスクになっていると感じていまし
た。1 年前に同じ質問をしたときの 60% から大幅に増加しています。 ちなみに、Twitter と MySpace がそれぞれ
8% で、LinkedIn はわずか 3% でした。

Twitter: 短縮 URL に注意
Twitter はリアルタイムに情報を得られる貴重な情報リソースです。 3 月に東日本大震災が発生した際、情報の共有
と募金集めに Twitter が活用されました。 人々の善意を自分の利益のために悪用しようとする詐欺師がこのような
状況でも見られることは残念なことです。 ある東日本大震災の義援金詐欺では、英国赤十字社を装った Twitter ユー
ザーが利用者に対して、Moneybookers 経由で Yahoo のメールアドレスに送金するよう求めていました。 また別の
詐欺では、Twitter からの通知を装ったメールに、津波被害の動画を装った危険なリンクが含まれていました。 この
リンクをクリックしてしまうと、コンピュータが悪意ある JavaScript に感染する危険性がありました。
多くの場合、Twitter ユーザーはつぶやきを 140 字以内に収めるために、bit.ly などのサービスを使用して URL を短
縮します。 ハッカーもまた、短縮 URL を作成してサイト名を分かりにくくすることによって、ユーザーを簡単に悪
意あるサイトにリダイレクトできます。 短縮 URL の大半は正規のものですが、Twitter または Facebook のパスワー
ドの入力を求める別のページが表示された場合には、すぐに閉じてください。
Facebook での詐欺と同様、Twitter のメッセージにも、
「放送禁止になったレディー・ガガの PV」などと題してユー
ザーの好奇心を煽り、偽の YouTube ページに誘導するものもあります。 再生ボタンをクリックすると、Twitter ア
カウントへのアクセス許可を求めるウィンドウがポップアップ表示されます。 ここでアクセスを許可してしまうと、
第三者がそのユーザーのアカウント名を使用してメッセージを投稿できるようになります。 Twitter を何時間利用し
てきたかを知ることができるという、
TimeSpentHere というアプリケーションがあると偽る新たな詐欺もあります。
Twitter 上の友達から送信されてきたように見えるため、クリックしてしまう可能性があります。 しかし、実際には
この不正アプリケーションはユーザーのメールアドレスを狙っており、盗まれたアドレスはフィッシング攻撃また
はスパム送信に使用される恐れがあります。

脅威レベルが比較的低い LinkedIn
サイバー犯罪者は Facebook や Twitter ユーザーをターゲットにすることが多い一方で、ビジネス ネットワーキング
サイトの LinkedIn もターゲットになっています。 LinkedIn にとって最大の脅威は、データマイニング機能に関する
ものです。 企業やその従業員に関する情報を取得したサイバー犯罪者は、その情報に基づいてスピアフィッシング
攻撃を実行します。 企業ディレクトリもオンライン上に置かれているため、スピアフィッシングに悪用できる情報
が豊富に存在しています。
LinkedIn の招待メールを装ったメールも脅威となっています。 そのようなリンクにアクセスしたユーザーは、Zbot

セキュリティ脅威レポート 2011 年上半期

15

マルウェアの亜種 ( 別名 Zeus) をコンピュータにインストールする Web ページにリダイレクトされます。 リンクが
クリックされると、ユーザーのコンピュータはリモートのハッカーによる侵入を受け、重要なデータが盗み出され
る可能性があります。

プライバシー保護の強化を求められている Google+
Google+ ( グーグルプラス ) は、Facebook の対抗馬として開発され、先日公開されたソーシャルネットワークですが、
プライバシー対策に関してはまだまだ模索段階と言えます。Google は現在 (2011 年 6 月初旬 )、
Google+ の使用を「対
象者を限定した試用版」としています。これは同サイトを一般公開する前に、フィードバックを集め、バグを修正し、
プライバシーの保護に関する問題点を特定することを目的にしています。Google+ は、ユーザーが情報を家族、同僚、
友人と共有する際に、プライバシーをより厳密にコントロールできるように設計されていると、プライバシーの専
門家は述べています。すでに受け取られたユーザーからのフィードバックに応える形で、性別に関する Google+ の
プライバシーオプションが最近変更され、ユーザーは性別を明かす必要がなくなりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ソーシャルネットワーキングの保護戦略
Facebook には、自社で作成した Facebook Security ページがあり、個人情報を保護する方法を参照できるようになっ
ています。 しかし、各組織の担当の方々には、Facebook のプライバシー設定に関してソフォスが定めたベストプ
ラクティスのガイドラインを参照して、セキュリティトレーニングと意識向上プログラムを策定されることをお勧
めします。 また、ソフォスの Facebook ページにご参加いただくと、Facebook で実際に発生している脅威の最新情
報を入手できます。 アンケート詐欺が行われた後の自分の Facebook プロフィールをクリーンアップする方法につ
いては、ソフォスの YouTube 動画をご覧ください。
Twitter ユーザーは、Safety Center およびブログ記事を参照して、フィッシング詐欺を回避する方法をご確認くださ
い。 不正な Twitter アプリケーションを発見した場合には、Twitter の「設定」->「アプリケーション」の順に選択して、
問題のあるアプリケーションの権限を無効にします。 定期的なステータスアップデートを入手するには、Twitter で
@safety および @spam をフォローしてください。 @SophosLabs をフォローすると、企業を保護するのに役立つ最
新情報を定期的に受信できます。
LinkedIn ユーザーは、ハッカー対策やセキュリティとプライバシーに関するヒントなどを説明した LinkedIn ブログ
の記事を定期的にチェックしてください。
IT 管理者は、コミュニケーション担当のチームとも連携して、ソーシャルメディアに関する企業ポリシーを作成し
施行します。この企業ポリシーには、ソーシャルメディアを利用したコミュニケーションの方法だけでなく、その
ようなサイトを安全に使用する方法も組み入れておく必要があります。
最後に、使用しているウイルス対策ソフトウェアを常に最新の状態に保ち、最新のセキュリティパッチをインストー
ルします。また、ニュース記事を閲覧する場合にも、友人から送られてきたリンクをクリックするのではなく、正
規のニュースサイトにアクセスしてから閲覧するようにします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

メールスパムとスピアフィッシング : 依然として残る脅威
comScore が発表した最新の報告によると、12 ～ 17 歳の年齢グループにおけるメー
ルの使用は 59% も減少しており、25 ～ 34 歳のグループでも 34% 減少していま
す。 多くのユーザーが、コミュニケーションの手段としてメールよりも Facebook、
SMS、Twitter の方を好んで使用するようになってきています。メールの使用が減少
したのに合わせて、メールの添付ファイルによるマルウェアの脅威も減少していま
す。 マルウェアを含んだメールの添付ファイルが 2010 年第 1 四半期には 0.27% で
あったのに対し、2011 年第 1 四半期はわずか 0.16% でした。 現在は、マルウェアを
配布する手段として、単なる実行ファイル (.exe) の代わりに、HTML 形式の添付ファ
イルが使用されるようになっています。
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メールの世界で今日増加しているのは、ソーシャルエンジニアリングの手法を用いて特定のユーザーを騙し、ログ
イン情報やパスワードなどの重要な情報を漏えいさせる「スピアフィッシング」攻撃です。 先日、世界最大の軍需
企業である Lockheed Martin 社をターゲットにしたスピアフィッシング攻撃が実行されました。 サイバースパイ活
動およびハッキングの世界で重要なターゲットとみなされている Lockheed Martin 社は、自社ネットワークへの外
部からの調査 ( プローブ ) の件数は、1 日あたり 100 万件を記録していると話しています。 ハッカーたちは従業員
にメールを送り付け、スピアフィッシング攻撃によって Lockheed Martin 社のネットワークにウイルスを侵入させ
たと専門家は推測しています。 その結果、ハッカーたちは同社の仮想プライベートネットワーク (VPN) に不正アク
セスし、乗っ取ることに成功しました。この攻撃には 3 月に RSA がハッキングされた際に盗まれた情報などが悪用
された可能性があります。 Lockheed Martin 社は、顧客データ、プログラムデータ、従業員データは一切流出して
いないと発表しましたが、この攻撃によってメールは今
なお深刻な脅威であることが証明されました。
ゲートウェイ、URL のブロック機能、および Web ベー
スの保護機能が改良され、メールを悪用する従来型のマ
ルウェアは減少しましたが、スパムは今も存在しており、
依然として利益を得る有効な手段となっています。
スパムの最多送信国は、マルウェアの送信と同様に米国
であり、2011 年上半期には世界の全スパムトラフィック
の約 13% を占めています。 膨大な数のユーザーを抱え、
スパム送信マルウェアからシステムを守る保護機能が明
らかに欠落しているインド、ロシア、韓国、およびブラ
ジルは、6% を超えました。しかし、イタリア、フランス、
英国などの主要な経済大国もトップ 10 に入っているこ
とから、経済力と技術的にも優れている国であっても安
全性は保証されないことがわかります。
世界的にみると、アジアはスパム生成の割合で 2010 年
上半期の 33% から 2011 年上半期の 40% にまで増加し、
ヨーロッパを上回りました。一方のヨーロッパは 2 ポイ
ント減少して 29% になっています。 北米はそのまま 3
位となりましたが、ヨーロッパと同じく数ポイント減少
しています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

メールスパムとスピアフィッシングに対する保護戦略
スパム対策ソフトウェアは、「従来型」のスパムを阻止するのには欠かせませんが、スピアフィッシングは検出する
こと自体がはるかに困難です。 ソーシャルネットワークで個人情報へのアクセスを制限する対策行うなど、初期の
段階で予防する方を賢明です。 また、常に不審なファイルやリンクをクリックしないように注意します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ソフトウェア : 多くの脆弱性が存在
日常的に使用されているソフトウェアには、危険なコードや脆弱性が含まれている
可能性があるため、個々のマシンやネットワークにハッカーが侵入し、マルウェア
が植え付けられる危険性があります。 Microsoft Office および Internet Explorer は
膨大な数のユーザーが利用しているため、Microsoft 社製品はハッカーの最大のター
ゲットになっています。ただし、広く使用されている Adobe や Mac のプログラムな
どのソフトウェアも同様に狙われています。
Microsoft 社は 6 月、2011 年で過去 2 番目の大規模な修正プログラムをリリースしました。これは、Internet
Explorer (IE) バージョン 6、7、および 8 に存在し、コードがリモートから実行される欠陥など、深刻度が「緊急」
または「重要」である 32 件の脆弱性を修正するものでした。 64 件の脆弱性を修正する 17 件のセキュリティ修正
プログラムが 4 月に公開されましたが、この修正プログラムには、今年の PWN2OWN コンテストでエシカル ハッ
カーが利用した IE 6、7、および 8 の欠陥に対応する修正も含まれていました。 ソフォスでは、この脆弱性を悪用す
るマルウェアを Troj/ExpJS-BV として検出しています。
一方で、Microsoft 社は 3 月、IE 6 のユーザーに新しいバージョン ( 最新の IE はバージョン 9) へのアップグレードを
勧めるキャンペーンを展開しました。 Microsoft 社はすでに IE 6 のサポートを終了しています。つまり、IE 6 に対す
るセキュリティパッチは今後公開されないため、ユーザーはハッカーからの攻撃に対して脆弱な状態にあります。
6 月、Microsoft 社は全世界での IE 6 ユーザーの割合が 11% にまで落ちたと発表し、今後はその割合を全 IE ユーザー
の 1% にまで減少させるという目標を設定しました。
OS X で実行される Mac 以外のソフトウェアに存在しているセキュリティホールが原因で、Mac コンピュータが脅
威にさらされる事例が数件発生しました。 6 月 Apple 社は、ドライブ・バイ・ダウンロードが実行される危険のあ
る Oracle 社の Java Platform の脆弱性を修正するセキュリティアップデートを公開しました。 また、同じく 6 月に、
最新版のオペレーティングシステム OS X 10.6.8 をリリースしています。このバージョンでは、任意のコードが実行
される可能性のある複数の欠陥が修正されています。 また、偽のウイルス対策ソフトウェア Mac Defender の既知
の亜種を特定・削除できるようにもなりました。
今年はこれまでに、Flash、Reader、Acrobat などの Adobe ソフトウェアに存在する複数のゼロデイの脆弱性もハッ
カーに悪用されています。 Flash Player は非常に幅広く配布・使用されているため、Flash コンテンツ対応の他のア
プリケーションが攻撃を受ける可能性があります。
2010 年に Adobe Reader を悪用するケースが多発しましたが、現在 Adobe 社はこの問題への対応を進めており、
以前よりも定期的にパッチをリリースしています。 Adobe 社は Microsoft Active Protections Program (MAPP) を通
じてセキュリティベンダーとも連携しています。MAPP のメンバーは、Microsoft 社が毎月公開しているセキュリティ
情報を事前に入手できるため、対策を早めに立てることができます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ソフトウェアの保護戦略
セキュリティ研究者は、ほぼ定期的にソフトウェアの脆弱性を特定してきています。 しかし多くの場合、ソフトウェ
ア企業は、未知の脆弱性がサイバー犯罪者に先にゼロデイ攻撃として悪用され、対処は後手に回らざるを得ません。
毎月第 2 火曜日に Microsoft 社が修正プログラムを公開するのに合わせて、ソフトウェア企業は頻繁にセキュリティ
パッチを公開しているので、これに合わせて定期的にパッチをインストールし、ソフトウェアを常に最新の状態に
保ち、ウイルス対策プログラムを実行することが重要です。 また、アプリケーション コントロールのテクノロジー
を活用して、ユーザーがインストールするプログラムを管理し、脅威を低下させることも重要です。 プログラムや
プラグインの数が少なければ、その分リスクも低下します。
最新の脆弱性を常に把握しておくためには、セキュリティ専門サイトやソフォスの Web サイトの「脆弱性の最新解
析情報」ページをご覧ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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リムーバブルメディア : 自動実行 (Autorun) 機能に注意
USB フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブ や CD/DVD な ど の リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア を 悪 用 す る
Conficker ワームなどの最新のマルウェアは、ターゲットのコンピュータに差し込ま
れると自動的に実行されます。 しかし、この問題には朗報もあります。
2011 年 3 月から 6 月の間、Windows の自動実行 (Autorun) 機能を悪用するマルウェアの感染件数が大幅に減少し
ました。 Windows XP コンピュータでの自動実行 (Autorun) による感染は 59% 減少し、Windows Vista コンピュー
タでは 74% 減少しました。 リムーバブルメディアでの自動実行 (Autorum) を制限する更新プログラムをユーザー
からの同意がなくとも適用するという、今年初めに Microsoft 社が下した決断が功を奏しました。
しかし、米国国土安全保障省 (DHS) が先日実施した調査では、リムーバブルメディアの最大のリスクは、ユーザー
自身の安易な判断による人為的なエラーが原因であることが明らかになっています。 Bloomberg 社のレポートによ
ると、駐車場やオフィスで拾った USB メモリや CD をセキュリティ上の危険性がないかどうかも確認せずにそのま
ま使用するなど、政府機関の職員のずさんな行動がこの DHS の調査で判明しました。 リムーバブルメディアを拾っ
た職員の 60% が、それらをそのままオフィスのコンピュータに差し込みました。 リムーバブルメディアに公式なロ
ゴが付いていると、そのまま差し込んでしまう割合は 90% にまで上昇しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

リムーバブルメディアの保護戦略
リムーバブルメディアの脅威に対して最初に講じるべき措置は、使用の制限と制御です。 企業は、このようなデバ
イスの使用方法と使用場所を制限するべきです。 リムーバブルメディアの使用に関する企業ポリシーには、適切な
使用法と容認できる使用法を明記してください。 たとえば、従業員が自宅から持参してきたリムーバブルメディア
デバイスの使用を禁止します。 また、マルウェアや機密データが含まれていないか、リムーバブル デバイスを定期
的にスキャンします。 さらに、リムーバブルメディアを使用する場合には、データの暗号化機能も使用してください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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法律と体制
政府はどうすればサイバー犯罪から国民を守ることができるでしょうか。 政府の関
与の元でデータ侵害があった場合には通知を義務付けるような法律を制定すべきで
しょうか。 当局は効果的な方法でサイバー犯罪者を監視・追跡しているでしょうか。
Sony や Citigroup など、データ侵害を受けた一部の企業は、個人情報が漏えいした
可能性のある大規模なデータ流出を顧客に対して迅速に通知しなかったとして、批
判を浴びています。 これらの問題に対しては、企業がとるべき対応を規定した法律
が策定されつつあります。

発展途上にある法整備
米国下院で現在審議されているデータ漏えいに関する法案は、データ侵害を受けた企業に対して、48 時間以内に
捜査当局に連絡すること、およびデータ侵害の状況確認を完了してから 48 時間以内に消費者に通知することを義
務付けるものです。 この法律における企業の通知期日は、60 日まで延長される可能性があります。 この法案で
は、ハッキングを受けた場合の被害を軽減するために、不要になった個人データを消去しておくことも企業に義務
付けています。 オバマ大統領が提案した情報公開に関する法案は合理的なものであり、個人を特定できる情報 (PII:
Personally Identifiable Information) を一律に定義し、現行の各州法での規定の代わりとなる、データ漏えいの通知
に関する新しいルールを規定しようとしています。

サイバー犯罪撲滅に向けた政府の対策
政府機関は継続的にサイバー犯罪の取り締まりに取り組んでいます。 しかし、サイバー犯罪者は複数の管轄権や国
をまたいで活動している場合があるため、ハッカー攻撃への対抗手段として実行できることには限界があります。
たとえば、ベルギーの詐欺師が、中国でホストされている不正な広告を通じてオーストラリアのユーザーを騙して、
フィンランドのサーバーで処理されるカナダのクレジットカード取引を行うことも、現実的に可能となっています。
オンラインのハクティビスト集団 LulzSec および Anonymous との戦いにおいて、警察当局は若干進展を見せてい
ます。 当局はトルコとスペインで強制捜査を行い、Anonymous のメンバーを複数逮捕しました。 さらに、FBI は
先日、米国を本拠とする 2 つの国際サイバー犯罪者グループに対する取り締まりで大きな成果を上げたと発表しま
した。「Trident Tribunal」というコードネームが付けられた当該の FBI 捜査では、複数の容疑者が逮捕され、サイバー
犯罪活動を崩壊させました。
一方のサイバー犯罪者グループは、前述したように偽のウイルス対策ソフトウェアを販売して 7,200 万ドルを手に
したとされています。
悪質な広告サービスを提供するグループも存在していました。この手法を用いると、偽のサービス ( 偽のウイルス
対策ソフトウェアなど ) の広告を正規の Web サイトに忍び込ませることができます。 FBI によれば、この手法によっ
て、2 人だけで 200 万ドル以上を盗み出した事例もありました。
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脅威の影響を受けないために
社内のセキュリティ戦略にトレーニングとセキュリティに関する意識向上プログラ
ムを組み込む必要があります。また、マルウェアの侵入を阻止してデータを保護す
るためのテクノロジーツールも活用するようにします。 ユーザーには現実に発生し
た事例からオンラインセキュリティについて自ら活用できる教訓を見つけ出すよう
に促します。 そうすることで、その場しのぎの解決策のみに依存せずに、主体的に
セキュリティ対策を行おうとする意識を育てることができます。 その後、脅威から
組織を保護するプロセスを簡素化するのに必要なすべてのツールを実装します。

エンドユーザーへのトレーニングと意識向上 : 重要な注意事項
効果が確認されている、セキュリティ上の注意点を要約した言葉を次に紹介します。
・「うまい話には、必ず裏があります」
・「見知らぬ他人から何かをもらってはいけません」
( インターネットでは 99.999% の人が見知らぬ他人です。)
・「メールの受信トレイは郵便受けと同じで、誰でも物を入れることができます。 自分のアドレスを知っているから
といって、その相手を信頼すべきではありません」
・「ただより高いものはありません」
どこかで誰かが必要な費用や代金を支払っているのであり、費用を負担している者は明確な目的を持ち、代価を求
めています。たとえば、Facebook は無料のサービスですが、広告主が Facebook に対して支払いを行っています。

安全を維持するためのツール - 実践ガイド
社員に対してセキュリティに関する教育と意識向上を働きかけることは、サイバー犯罪者とマルウェアの攻撃を回
避するための効果的な方法の 1 つですが、セキュリティとプライバシーを確保するために導入できるセキュリティ
技術も数多くあります。 以下にそれらのセキュリティ技術を紹介します。

Windows および Mac 向けの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、攻撃コード、その他
の悪意のある攻撃についても対応できる必要があります。 ローカルで検出したデータを、オンラインの高度なルッ
クアップシステムを活用してその内容を把握して、最新の脅威から保護できるようになります。 誤検知を最小限に
止めるために、「許可」リストを使用します。

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
ゲートウェイレベルでダウンロードされるマルウェアを監視します。 ここでも、クラウドのルックアップ機能を使
用して、悪意のある URL および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
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、その企業に特有な Web 閲覧ポリシーを適用すること
もできます。 管理とレポートのシステムを使用すると、企業の管理者は社内で閲覧ポリシーが遵守されているかど
うかについて企業のネットワークを監視できます。
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スパム対策ソフトウェア
必須の対策システムの 1 つです。特に企業環境では導入が不可欠です。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
が極めて低く、強力な検出機能が実装されている必要があります。 また、追跡管理機能とアーカイブ機能も装備し、
誤検出があった場合には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、社内データが脆弱な場所に保管されていたり、データが漏えいするとセキュリティ
侵害につながる可能性があるような場合には、暗号化処理を行うことが重要です。 データはできる限り暗号化して
おく必要があります。特に転送するデータや携帯デバイス上にあるデータは必ず暗号化する必要があります。 パス
ワードを失っ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、フェールセーフ機能や管理者によるオー
バーライド機能によって対応できます。

修正パッチの適用と脆弱性の監視
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、社内テストを最初に行う必要があります。 ネットワーク全
体に修正パッチを一元的に適用できるようなソリューションを使用します。また、脆弱性のある古いソフトウェア
を検出するツールも活用します。

デバイスおよびネットワーク制御
企業ネットワークに接続可能なシステムとデバイスを規定したポリシーを強制的に適用することは、ネットワーク
の完全性を確保するために不可欠です。 企業のネットワークを感染源になり得るあらゆる媒体から隔離すると同時
に、データ盗用のあらゆる手段からも保護する必要があります

データ流出防止 (DLP)
この機能によってデータ転送の監視を行い、重要なデータの処理方法を制御できます。
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2011 年上半期、ハッカーは多くの有名企業や政府機関を攻撃し、重
要なデータや機密データを盗み出すことにも成功しました。 また、
誰一人として安全な者はいないというメッセージを伝える目的で、
警告的な意味での攻撃を行うハッカーもいました。
OS X は登場以降、セキュリティ上の大きな問題に遭遇することなく
きましが、今や Mac ユーザーでもマルウェアへの警戒が必要な状況
となってきています。 業務とプライベートの区別が一層あいまいに
なってきており、オンラインのソーシャルネットワーク上で共有さ
れる情報が企業を危険にさらす傾向が強まっています。 次々と出現
する最新の脅威を把握して常に警戒し続けることが大切です。最新
のセキュリティ情報をソフォスの Web ページでご確認ください。
脅威への対応にはさまざまな支援を活用できます。 ソフォスは、セ
キュリティ脅威との戦いを支援する種々のテクノロジーツールを提
供しています。 これらのツールとトレーニングをセキュリティ意識
向上のプログラムと組み合わせて活用すれば、データの保護対策に
は大変大きな効果があります。 今日のビジネス環境はさまざまな困
難や弊害にさらされていますが、ソフォスは、
お客様の負担となる日々のセキュリティ対策
業務を簡素化するお手伝いを行い、マルウェ
アの阻止とデータの保護を支援し続けます。
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Twitter はじめました！最新の情報をご提供 →
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