Windows Vista:
ビジネス環境での安全性
マイクロソフト社がWindows XP® のリリースから5年を経てリリースするWindows Vista™の
大きな特徴のひとつに、脆弱性を削減し、マルウェア（悪意のあるソフトウェア）などの脅威を
阻止するセキュリティ機能があげられます。新規のセキュリティ機能が数多く導入され、安全性
の強化が図られています。この文書では、 Windows Vistaのセキュリティ機能をビジネスユー
ザーの観点から分析します。
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この文書は、2006年11月にソフォス社が発行したソフォスホワイトペーパー『Windows Vista: Is it
secure enough for business?』を翻訳し、編集したものです。この文書の一部、または全部を、
ソフォス株式会社からの事前の書面による了承なしに複製、転載、引用することを禁じます。
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概要
マイクロソフト社の最新OSであるWindows Vista
には、ユーザーインターフェースからOSのコア部
分に至るまで幅広く新規の機能が導入されていま
す。しかし、 Windows XPに比較してVistaで最も重

テータスのチェックのみがサポートされていました
が、Vistaではアンチスパイウェアアプリケーション
の監視もサポートされています。 Internet Explorer
7のセキュリティ設定の監視機能とユーザーアカウ
ント制御機能もサポートされています。

要視されたのはセキュリティ関連機能の充実です。

WSC強化の背景には、エンドユーザーへの警告

Vistaでのセキュリティ機能の強化にはセキュリティ

を明示的に表示することによってセキュリティに対す

ステータスの監視とレポート、攻撃を呼び込む脆弱

るユーザーの意識を高める意図があります。これは

性の削減、スパイウェアへの防御、 OSカーネルに

ホームユーザー向けには非常に好ましい機能です

変更を加える悪意のあるプログラムを阻止するメカ

が、企業や組織（教育機関、政府機関などを含みま

ニズム、ブラウザやファイアウォール機能の強化な

す。）においてはわずらわしく不適当な機能として警

どがあります。

告表示が無効にされてしまう可能性があります。

当社のWindowsの次期バージョン[Vista]への投資を見ていた
だけば、セキュリティ分野に費やした時間が突出していることが
おわかりいただけるでしょう。マイクロソフトはこの分野で大きな
責任を果たします。

セキュリティベンダーの一部には、 WSCと同等
の機能を持つ自社の製品をインストールした際に
WSCが自動的に無効化されないことについて否定
的な見解を示しているベンダーもありますが、ソフォ
スではOSにビルトインの集中レポート機能について

Bill Gates氏 RSA Conference 2006（ 米カリフォルニア州サンノゼ） 他ベンダーがコメントすべき立場にはないというスタ

Windows Security Center
Windows Security Center （WSC） は シ ス テ ム
のバックグラウンドで動作し、コンピュータ上のセ
キュリティソフトのステータスを監視、レポートします。
Windows XP SP 2で最初にリリースされ、 Vistaで
はその他のセキュリティ機能やサードパーティ製の
セキュリティソフトとの連携性が強化されています。

ンスをとっています。

ユーザーアクセス制御（UAC）
ユ ー ザ ー ア カ ウ ン ト 制 御（UAC: User Account
Control） はWindows Vistaで 最 も 重 要 な セ キ ュ リ
ティ機能のひとつです。攻撃の危険性を最小限に
抑え、エンドユーザーに与えられたローカル管理者
権限の範囲でマルウェアのインストールを阻止す

Windows XPでは、 WSCはファイアウォールの

るものです。 Windows XPでは、デフォルトで管理

監視、アンチウイルスソフトの自動アップデートのス

者権限が与えられていましたが、 Vistaではアカウ
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ントに「StandardUser （スタンダードユーザー）」
「Administrator （管理者）」の2種類のセキュリティ
トークンが生成されます。デフォルトでは、アプリ
ケーションにはスタンダードユーザーの権限が与
えられ、エンドユーザーが関与しなくてもアプリケー
ションを実行させることができます。しかし、実行に
管理者権限が必要なアプリケーションでは管理者
トークンが必要となり、プログラムの実行を許可す
るかあるいはキャンセルするかを明示的に選択し
ないと実行することができません。

マイクロソフトはUACを導入するにあたって、パフォーマンスと
セキュリティのトレードオフという重大な課題に直面し、決断に
迫られました。現時点ではこの機能を完全に無効化する人は多
いかもしれませんが、
それは大変危険です。
Ed Bott氏 Microsoft Report1

UACによってレジストリとファイルシステムへのア

VistaのUAC: セキュリティレベルを強化
を無効にしてしまうケースも考えられます（実際に、
ベータ版をテストした人の中にも、 UACを無効にし
た人はたくさんいます）。

Windows Defender

クセスがデフォルトで厳格化されることは、セキュリ

Windows DefenderはWindows Vistaにビルトイン

ティ面においては大きな進歩といえます。この機能

されたアンチスパイウェアのプログラムです。スパイ

により、自身をWindowsシステムフォルダなどに自

ウェアその他不要なプログラムを検知し削除します。

動的にコピーしたりレジストリキーを書き換えるマル

このソフトはマイクロソフトの自動アップデート機能で

ウェアを阻止することができます。また、スタンダー

アップデートされ、ソフト内で定義された脅威を検知、

ドユーザー権限を使うことで、メモリ中の他のプロセ

削除します。

スを書き換えるマルウェア（パーソナル/クライアント
ファイアウォールを回避する手口として用いられま
す）を阻止することもできます。

しかし、 Windows DefenderはWindows XP SP2
以降、またはWindows Server 2003 SP1以降のみ
をサポートし、 Windows 95/98/Me/2000などは対象

しかし、 UACではエンドユーザーに対して頻繁に

となっていません。また、コンシューマをターゲットにし

警告が発せられるため、技術的な知識が十分でな

ているため、マルチプラットフォーム環境のネットワー

い詳しくないユーザーにとってはわずらわしいものと

クに対応する集中管理機能が提供されていません。

なります。危険なのは、エンドユーザーが、警告が表
示された際に必要性をよく考慮せずに機械的に「許
可」を選んでしまうことです。あるいはUAC機能自体
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カーネルプロテクション
OSカ ー ネ ル に は、 Kernel Patch Protection
（KPP、またはPatchGuard）と、コード署名テクノロ
ジを利用したドライバ署名管理機能が導入されてい
ます。

マルウェア作成者の攻撃の対象になりやすく、集中
的に研究されて新規のマルウェアが作成される可
能性が非常に高いという一面はありますが、いずれ
にしてもKPP機能を備えたWindows Vistaは、ユー
ザーにとって非常に有用であり、セキュリティベン
ダーもその功績を高く評価すべきです。

KPPは、 64-Bit対応のVistaに組み込まれている
機能で、 OSカーネルに悪質なプログラムを書き込
んでセキュリティに深刻な脆弱性をもたらし、システ

Internet Explorer 7

ムの安定性、信頼性、パフォーマンスなどを損なうマ

Windows Vistaでは、ビルトインのWebブラウザ、

ルウェアを阻止します。ボットやスパイウェアなど、マ

Internet Explorer 7 （IE7） が 提 供 さ れ て い ま す。

ルウェアや業務上不要と思われるソフトの実行を隠

IE7には、フィッシングやスプーフィング攻撃などか

す『ルートキット』などがありますが、 KPPはカーネ

らコンピュータを保護する機能強化が含まれてい

ルが不正に拡張されたり置き換えられたりするのを

ます。 IE7の保護モードを選択すると、悪意のある

防ぎます。

Webサイトやマルウェアによるデータや設定の削除
や変更ができないように保護されます。

KPPは32-bit対応のVistaでは導入されていませ
ん。セキュリティソフトを含む多くのプログラムのカー

この機能は、 Windows Integrity Controlと呼ば

ネルスペースの利用方法が必ずしも明らかではな

れる新しいメカニズムによって実現されたもので、あ

く、 KPPが導入されると既存アプリケーションとの

らゆるプロセスに保全レベルを割り当て、各レベル

互換性が損なわれる可能性があるためです。その

でシステムオブジェクト（レジストリ、ファイルシステ

ため、 32-bit版ではルートキットによる攻撃に対す

ム、その他のプロセスなど）へのアクセスを制限しま

る脆弱性が残っているといえます。しかし、この問題

す。

はコード署名テクノロジによって回避できます。
セキュリティレベル

定義

VistaのKPP機能によって自社のソフトウェアが

低

Untrusted（信頼されない）

「ロックアウトされてしまう」との懸念を表明している

中

一般的なユーザープロセス
デフォルト値

システム

システムへの無制限のアクセス

セキュリティベンダーもありましたが、これは64-bit
版においてカーネル使用の仕様を変更する必要が
あったからです。
マイクロソフト社がカーネルインターフェースを強

高

ファイルのインストールが可能
管理者権限のあるプロセス

化したことにより、すべてのセキュリティベンダーで
対応が必要となった経緯がありますが、この機能強
化によるメリットは対応の煩雑さのデメリットをはる

Windows Integrity Controlが提供する
4つのセキュリティレベル

かに上回ります。マイクロソフト社のテクノロジは、
高いセキュリティ機能を備えている場合であっても、
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保護モードでは、 IEは「低セキュリティ」レベルで

に情報が提供されることについてはさまざまな議論

実行されます。これは通常のユーザープロセスよ

があり、抵抗感を持つ人も存在しますが、マイクロソ

りも低いレベルです。信頼されたゾーン以外ではダ

フト社は、フィッシングフィルターが個人を特定できる

ウンロードされたプログラムは低セキュリティレベ

情報を送付することはない、と言明しています。しか

ルを引き継ぎ、それよりも高いセキュリティレベル

し、実際、広告主に対して『豊富なWeb統計情報』

の環境では実行できないため、システムとブラウザ

の提供を謳っているMSNが、同時にIP&URLデータ

の連携によって悪意のあるプログラムやPUA （業

ベースを管理しているという事実も一方で興味をひ

務上不要と思われるアプリケーション: Potentially

きます。

2

Unwanted Program）の実行が阻止されます。
IE7ではフィッシングフィルターも提供されており、

Windows Firewall

機密情報を盗むフィッシングサイトにアクセスしたと

Windows Vistaには新規のファイアウォールが含

思われる場合には警告を表示してユーザーの安全

まれています。これはWindows XP SP2のファイア

を守ります。フィルターはWebサイトのコンテンツを

ウォールを改良したもので、アプリケーションレベル

分析してフィッシング技術の特性を備えていないか

の送信フィルタリングにネットワークロケーションの

を確認し、グローバルで提供されているデータを参

プロフィールを含むように変更されているため、ユー

照して、アクセスしようとしているWebサイトが信頼

ザーがロケーションごとに個別のルールを適用する

できるかどうかを判定します。

ことができます。

マイクロソフト社のプライバシーポリシーと、同社

しかし、ファイアウォールのデフォルトの設定はXP

Windows Vistaをより安全に活用するためのチェックリスト
Windows Vistaは従来のWindows OSに比較して非常にセキュアなOSです。一般にOSの移行にあたってその安定性や
品質を考慮して長期間のテストや検証期間を設ける組織は多いと思われますが、Windows Vistaについては、その優れた
セキュリティ機能を導入してビジネスの安全性を高めるため、できるだけ早い時期に移行することをお勧めします。以下
に、Windows Vistaをより安全に活用するためのチェックリストを記します。
1

Sophos Anti-Virusなど、アンチウイルスソフトをインストールして既知、亜種、新種のマルウエアを阻止しましょう。

2

Windows Vistaの最新のパッチが自動的にアップデートされるように設定して、脆弱性を修正しましょう。最低限、深刻
なセキュリティパッチは必ず適用しましょう。

3

より高度なセキュリティを必要とするシステムにはWindows Vista 64-bit版を採用し、カーネルパッチプロテクション機能
でマルウェアを阻止しましょう。

4

使用中のセキュリティ対策ソフト、特に特にHIPS（ホスト侵入防止システム）機能がWindows Vista 64-bit版をサポート
するかを確認しましょう。

5

エンドユーザーがUAC(ユーザーアカウント制御)機能の利点を十分に利点を理解して使用できるよう、トレーニングを
実施しましょう。

6

リモート接続のユーザー環境では、WSC（Windows Security Center）を活用しましょう。ただし、ネットワーク中のコン
ピュータの集中管理機能を持つセキュリティソフトを使用している場合はWSCの通知機能をオフにするなど、最適な使
用法を検討しましょう。

7

Vistaに対応し組織内のすべてのエンドポイントに対してポリシーの設定・施行、最新の対策の迅速な適用などを集中管
理できるソリューションを導入しましょう。ソフォスのエンドポイントセキュリティは、Vista（32-bit/64-bit）に対応します。
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SP2と同等で、デフォルトポリシーではすべての送信

ンポーネントはWindows Serverの次期バージョン

トラフィックを許可するという問題点もあります。

（コード名Longhorn: 2007年中にリリース予定）で提

加えて、グループポリシーによる管理が可能にも

供される予定です。

かかわらず、エンタープライズ全体を集中管理する

その他、 Windows Vistaは、コンプライアンスに対

可視的な監視ツール、ポリシー設定機能がなく、集

応する機能として、リソースへのより厳密なモニタリン

中コンソールからエンタープライズレベルのセキュリ

グおよびログアクセス機能を提供します。たとえば、

ティ管理を実行する機能が提供されていない点も課

機密性のあるデータへの未承認のユーザーによるア

題です。

クセスを特定することなどが可能となります。

その他のセキュリティ機能

まとめ

その他、 Windows VistaにはWi-Fiセキュリティ、

マイクロソフト社はWindows Vistaのセキュリティ

マルチファクターのオーセンティケーション（認証）、

機能開発に多大なリソースを費やしました。その結

BitLockerデータプロテクション、 NAP （ネットワーク

果、 Windows Vistaには多くの有用なセキュリティ

アクセスプロテクション）クライアント、オーディット機

機能が導入され、特にホームユーザーの安全性は

能の強化などが含まれています。

非常に高まっています。しかし、どんなに多くのマル

Windows Vistaで は、 WPA2 （Wi-Fi Protected
Access 2）プロトコルをサポートしており、デフォルト
設定ではワイアレスネットワークはより安全です。

ウェア対策機能が提供されていても、『絶対的に安
全なOS』というものは存在せず、常に新しいマル
ウェア発生の危険があります。 Windows Vistaのセ
キュリティ機能にもかかわらず、リリース後、 Vistaを

また、スマートカードやその他のシステム（バイオメ

標的にしたマルウェアは必ず出現することでしょう。

トリック（生体認証）によるWindowsオーセンティケー

重要な機密情報を扱うビジネスユーザーに対応す

ションなど）へのAPIを提供し、ハッカーやパスワード

るため、マイクロソフト社には今後もマルウェア対策

クラッキング、ソーシャルエンジニアリング手法などに

の技術の向上、サポートサービスの提供、OSのパッ

よる不正な侵入を阻止します。

チ提供、集中管理機能の提供などが求められます。

暗号化機能の強化により、組織の知的財産の窃



取や喪失が防御されます。 Window Vistaは、たとえ
ば従業員の所属するグループによって特定のドキュ
メント、ファイル、ディレクトリ、マシンなどへのアクセス
を制御し、情報漏えいを防ぎます。暗号キーはスマー
トカード上に保管することはできません。 BitLocker
ディスク暗号システムによって、リムーバブルディスク
からのブートなどの手段によるハッキングも防御しま
す。
NAPクライアントは、悪意のある侵入や保護され
ていないコンピュータからのネットワークへのアクセ

ソフォスの脅威対策ソリューション
Sophos Anti-Virus for Windows 2000/XP/2003/
Vistaは、 Windows Vista 32-bit/64-bitに対応し、
Behavioral Genotype Protection （振る舞い検出型
遺伝子脅威検知技術）によって新種のマルウェアや
亜種を高精度に検知、阻止します。

スを阻止します。なお、この機能に必要なサーバーコ
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出展
1 blogs.zdnet.com/Bott/
2「Microsoft’s Vista won’t stop the Windows security aftermarket」 Yankee Group Research, Inc.
2006年5月
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