情報セキュリテ ィ白 書
2006年版
- 10大脅威「加速する経済事件化」と今後の対策 -

n
o
i
t
a
y
m
t
r
i
o
r
f
u
n
c
I
Se

編集: 情報セキュリティ検討会
事務局: 独立行政法人 情報処理推進機構

要約
本資料は、2005 年に IPA に届けられたコンピュータウイルス・不正アクセス・脆弱性に関する
情報や一般に公開された情報を基に、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」に参画す
る関係者に加え、情報セキュリティ分野における研究者、実務担当者等の御参画を得て構成し
た「情報セキュリティ検討会」（メンバーは公表資料の文末に記載）で、社会的影響の大きさから
セキュリティ上の 10大脅威を選び、利用者・管理者・開発者のそれぞれからみた脅威を分析し、
今後の対策を検討して「情報セキュリティ白書２００６年版」を編集し、公表させていただくもので
す。
2005 年 4 月に「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、個人情報に対する関心が
高まりを見せる一方で、情報の漏えい事件は年間を通じて報道され続けました。その中でも、イン
ターネットを利用するものとして、SQL インジェクションの脆弱性が突かれてデータベースの情
報を盗もうと商用ウェブサイトが狙われた事例や、P2P(PeertoPeer)ファイル交換ソフトの
Winny(ウィニー)を利用したウイルスにより重要な情報が漏えいした事例が新聞やニュースなど
で目立ちました。
また、2005 年は攻撃の手口が変化しています。ウイルスやボット、ルートキットなどのツールは、
ソースコードが公開されているものがあるため、亜種が次々と出てきてしまい、ワクチンソフトなど
の対策だけでは攻撃を防ぎにくくなっています。フィッシング詐欺やスパイウェアといった手口も
続々と変化し、銀行等が講じる対策に対し新しい攻撃の手口が出るイタチごっことなってしまっ
ています。
その他にも、ウェブサイトを狙う CSRF(クロスサイト・リクエスト・フォージェリ)攻撃の流行や、組
込みソフトウェアにひそむ脆弱性を狙ったもの、ワクチンソフトなどのセキュリティ製品を狙うもの
など、脅威が広がりつつあります。脆弱性対策が整う前にゼロデイ攻撃をされたものもありました。
利用者は、情報セキュリティ確保のための基本的な対策を講じる必要があります。その上で、
利用者自身が安全な行動を心掛ける必要があります。
以下に、2005 年に発生した、注目すべき主な脅威を説明します。

第１位 事件化する SQL インジェクション
2005 年は大手のウェブサイトが狙われる類似の事件が多発しニュースとなりました。「SQL イン
ジェクションの脆弱性」がいくつかの事件の中で攻撃方法として使われたことから、事件を示すキー
ワードとして話題になりました。
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第２位 Winny を通じたウイルス感染による情報漏えいの多発
2005 年も、Winny に代表される P2P ファイル交換ソフトを利用したウイルスによる、企業・組織
などからの情報漏えいが目立っていました。名簿や顧客情報といった個人情報以外にも、技術資
料や機密資料、デジタルカメラの写真など、漏えいしてしまった情報も様々です。

第３位 音楽 CD に格納された「ルートキットに類似した機能」の事件化
市販の音楽 CD で、「ルートキット」と呼ばれる悪質なツールに利用されるような、特定のファイル
を隠す機能を持つソフトウェアをコンピュータにインストールするものがあり、問題となりました。

第４位 悪質化するフィッシング詐欺
銀行のウェブサイトなどでは、フィッシング詐欺の対策が一般的になりました。しかし対策を講じる
側と攻撃者とのイタチごっこが続いています。対象を限定して知人の名前などを利用して詐欺をし
かける悪質な事例も見つかっており「スピア型フィッシング詐欺」と呼ばれます。

第５位 巧妙化するスパイウェア
たくみな言葉でソフトウェアをインストールさせるなどの利用者の心理的な落し穴をついた攻撃
が増加しています。リンクをクリックしただけで不正請求の画面を出す、いわゆるワンクリック詐欺が
増加したり、スパイウェア対策ソフトウェアと自称するスパイウェアなどが出てきています。

第６位 流行が続くボット
ウイルスメールや不正アクセスなどの様々な手段によりネットワーク経由で感染し、外部からの指
令に従って一斉に他者への攻撃を開始する、ボット(bot)が流行し続けています。

第７位 ウェブサイトを狙う CSRF の流行
CSRF の脆弱性とは、ウェブサイトで提供される「投稿」や「削除」といった機能へのリンクを罠と
て仕掛けることで、利用者が意図しない機能を実行させられてしまう問題です。今までも存在は知ら
れていましたが、実際のウェブサイトの攻撃に利用されるようになりました。

第８位 情報家電、携帯機器などの組込みソフトウェアにひそむ脆弱性
組込みソフトウェアと呼ばれるものの中でも、電子レンジや録画機器などの家電や、携帯電話や
デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなどの携帯機器ではネットワークを利用するソフトウェアが珍
しくなくなりました。そのため、ウイルスや不正アクセスなど、コンピュータの世界における脅威が、組
込みソフトウェアの世界でも現実となってきています。

第９位 セキュリティ製品の持つ脆弱性
年間を通して、侵入検知システムやワクチンソフトなど様々なベンダが提供するセキュリティ製
品に次々と深刻な脆弱性が発見されました。

第１０位 ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃とは、ベンダからの回避策などの情報提供や修正方法が一般に公開される前に攻
撃が行われることです。2005 年末、未公開の非常に広い影響がある脆弱性に対するゼロデイ攻撃
が発見され、問題となりました。
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これらの脅威への対策の一助として以下のようなことを心掛けてください。

利用者の対策
安全なパスワードや設定が重要
数字だけのパスワードや辞書にある単語でできたパスワードは、容易に解読されてしまいますの
で、複雑なパスワードを設定してください。

コンピュータを常に最新の状態に保つ
自動更新機能などを使って常に最新の状態に保ち、脆弱性を残したままにしないでください。

あぶない徴候をみのがさない
ウイルスに感染したりスパイウェアに侵入される一番の原因は脆弱性ではなく利用者の不注意
です。あやしい拡張子の添付ファイルやウェブサイトの証明書などに注意してください。

信頼できないソフトウェアやデータを使わない
P2P ネットワークやウェブサイトから入手したソフトウェアやデータにはウイルスやボットなどが付
属していることがあります。ライセンスや使用許諾契約書を確認して、安全性を検討した上で利用
してください。

P2P ファイル交換ソフトと重要情報は一緒にしない
Winny に代表される P2P ファイル交換ソフトを業務に利用する際は、利用を許可されているか、
重要情報とは分離しているかなど、よく考慮してから利用するようにしてください。

フィッシング詐欺に注意する
フィッシング詐欺の被害を受けないために、個人情報や信用情報の取り扱いや、不審なウェブ
サイトについて注意してください。

スパイウェアに注意する
スパイウェアの被害に遭うと、気付かないうちに利用者の個人情報やアクセス履歴などの漏えい
が起きてしまいます。基本的な対策を実施すると共に、安易にダウンロードしない等の注意を払い、
被害に遭わないようご注意ください。

管理者の対策
総合的なセキュリティレベルを保つ
組織のセキュリティポリシーを明確に定め、利用者に周知徹底する必要があります。脆弱性は
日々発見されているため、定期的なセキュリティレベルの確認を実施する事をおすすめします。い
ざ被害を受けた際の対応をあらかじめ定めておくことも重要です。

品質管理や保守作業と同様に、セキュリティ対策の体制を確保する
他のウェブサイトで新しい攻撃手法による被害事例が出た際、同じ被害を受けないためにも自
分のウェブサイトを見直すこともウェブサイトを安全に運営するためには必要です。その際、調査と
修正のために短期間に多くのリソースが必要となります。緊急時に必要な体制や予算をあらかじめ
確保しておくことをおすすめします。
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開発者の対策
セキュリティはソフトウェアの必須機能と考える
脆弱性を指摘されてからの修正だけがセキュリティ対策ではありません。本質的な安全のため
に、ソフトウェアに必須の基本機能の一つとしてセキュリティを捉えるようにしてください。

安全なソフトウェアの作り方について学ぶ
安全なソフトウェアやウェブサイトを作成するためには、設計段階からきちんとセキュリティを要
求事項として盛り込む必要があります。

初期設定は安全優先で
製品を購入した利用者は初期設定のまま使いはじめます。大多数の利用者は大きな不満が無
い限り初期設定を使い続けようとします。そのため、初期設定段階での安全が重要となります。

脆弱性に対応した際は適切に公開する
公開しているウェブサイトや、販売している製品に脆弱性があると報告を受けた場合、修正して
それで良しとしてはいけません。適切な内容の告知を行うことをおすすめします。

ウェブサイトで CSRF の対策を行う
ウェブサイトにおける CSRF の脆弱性は、情報の登録や変更、購入処理などの本人の意思に反
して実行されると問題の生じる更新処理を伴う画面の直前で、対処を行うことで防ぐことができま
す。

セキュリティは一つの対策、一時の対策だけで万全となるものではありません。利用者、管理
者、開発者それぞれの面でリスクを減らすことが重要となります。本資料を、今後のセキュリティ
対策の参考としていただければ幸いです。

本資料は、以下の URL からもダウンロードできます。
情報セキュリティ白書 2006 年版
- 10 大脅威「加速する経済事件化」と今後の対策 http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20060322_ISwhitepaper.html
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はじめに
本資料は、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」に参画する、JPCERT コーディネー
ションセンター、電子情報技術産業協会、日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会、情報
サービス産業協会、日本ネットワークセキュリティ協会及び情報処理推進機構の関係者に加
え、情報セキュリティ分野における研究者、実務担当者等で構成された「情報セキュリティ検討
会」における成果として公表するものです。
「情報セキュリティ検討会」では、利用者や管理者、開発者に今後のセキュリティ対策の参考
にしていただくために、2005 年のセキュリティ状況を振りかえり、代表的なセキュリティ上の脅威
や対策方法を検討いたしました。
2005 年も先年までと同様にソフトウェアのセキュリティ上の問題が数多く発見され、これらの
問題が悪用されました。悪用される可能性がある、ソフトウェアのセキュリティ上の問題のことを
「脆弱性(Vulnerability)」と呼びます。
被害はコンピュータウイルス・不正アクセス・脆弱性の悪用だけに起因するものではありませ
ん。ソフトウェアを利用する人の不注意な行動も起因となり、引き起こされています。
インターネットはかつて研究目的の利用が多数を占めていたため、あまりセキュリティを考慮
せずに利用されていました。しかし、商業目的の利用の増加に伴い悪意ある利用者も増えたた
め、今では日常的に攻撃が飛び交っているのが実状です。
攻撃対象を定めないウイルスやボットによる攻撃も多いため、無防備なコンピュータでイン
ターネットにアクセスしていると、例え一時間程度のアクセスでも、攻撃されてしまう危険性があり
ます。今やセキュリティを保つことは、インターネットを安全に使うための必要条件と言っても良い
でしょう。
本資料は、2005 年のセキュリティ上の代表的な脅威を取りあげ、利用者や管理者、開発者に
とってどのような意味を持つ脅威であったのかを分析し、対策を取りあげます。2005 年のセキュリ
ティ上の代表的な脅威をふりかえることで、今後の対策の参考にしていただければ幸いです。
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本文中のマークについて
利用者

管理者

開発者

本資料では、利用者/管理者/開発者の方々向けの内容を
取り扱っています。
利用者/管理者/開発者の方は、それぞれの色のついた
ページを参照することで必要な個所だけ見ることができます。

本文中の参考資料について
本文中の参考資料の一覧は、付録Fを参照してください。
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第1章

2005年の10大脅威
利用者

管理者

開発者

第1位 事件化する SQL インジェクション
(SQL: Structured Query Language)

2005 年は商用のウェブサイトでの不正アクセス被害が目立った年で、ウェブサイトを見た利
用者が不正なプログラムを埋めこまれた事件や、ウェブサーバを通じてデータベースの情報を
盗まれた事件など、商用ウェブサイトが狙われた類似の事件が多発し、ニュースとなりました。
商用ウェブサイトが狙われた手口としては主に二種類あります。一つは、ウェブサイトに不正な
入力を送りつけるなどしてウェブサーバアプリケーションや内部のデータベースを攻撃する方
法。もう一つは、ウェブサーバアプリケーションが動作するホストに侵入する方法です。被害として
はどちらの場合も、情報を盗まれたり、ウェブサイトのページを書きかえられて罠を仕掛けられたり
するものとなります。

ウェブサイトの脆弱性の種類の一つに「SQL(Structured Query Language)インジェクショ
ンの脆弱性」というものがあります。いくつかの事件の中でウェブサイトに悪意ある情報を入力す
る攻撃方法として使われたことから、事件を示すキーワードとして話題になりました。
SQL インジェクションの脆弱性とは、ウェブサイトが利用者から入力された内容をそのまま
データベースへの問い合わせに使っている場合に、データベースが不正使用されてしまう可能
性がある問題です。データベースが不正使用されると、データが書きかえられたり、機密情報が
漏えいする危険性があります。
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報道によると、SQL インジェクションにより、氏名，住所，電話番号，生年月日，メールアドレス
など最大 6 万件以上の情報が流出した事件が発生しました(参考資料[1])。また、SQL インジェク
ションによる攻撃を受けて、ウェブサイトにアクセスした利用者がウイルスに感染するように、ウェ
ブページを改ざんされる事件が発生しました(参考資料[2])。

SQL インジェクションの脆弱性
データベースと連携したウェブアプリケーションの多くは、利用者からの入力情報を基
にデータベースへの命令文を組み立てます。ここで、命令文の組み立て方法に問題が
ある場合、攻撃によってデータベースの不正利用をまねく可能性があります。この問題
を悪用した攻撃手法は、一般に「SQL インジェクション」と呼ばれています。

参考資料
[3] IPA 「セキュア Web プログラミング 2-1. SQL 組み立て時の引数チェック」
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programming/a02_01_main.html
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利用者

管理者

第2位 Winnyを通じたウイルス感染による情報漏えいの多発

2005 年 4 月に、個人情報の保護に関する法律が全面施行されました。2004 年は法律の全
面施行を見すえて、報道などで多数の個人情報漏えいの事件が取扱われましたが、全面施行
された後もその数はさほど減っていません。依然として多数の個人情報が漏えいした事件があ
り、被害がニュースなどでも大きく取りあげられています。
個人情報の漏えいする経緯はいくつかのパターンに分けられます。一つは、情報を記録したコ
ンピュータや USB(Universal Serial Bus)メモリなどの窃盗や紛失による物理的な情報漏え
いです。もう一つが、ウェブサイトの脆弱性を攻撃されたり、コンピュータに侵入されて情報が漏え
いするサーバからの情報漏えいです。そして最後が、クライアントからの情報漏えいとなります。代
表的なものには、ウイルスに感染したコンピュータから、Winny などの P2P ファイル交換ソフトの
ネットワークを通じて情報が漏えいするものがあります。
2005 年も Winny を利用する Antinny ウイルスによる情報漏えいが目立ちました。報道によ
ると、情報が漏えいした業種は一般企業や官公庁、鉄道会社、保険会社、電力会社など多数に
渡ります。漏えいした情報の中には顧客情報や警察官の住所録、市民の個人情報や、社員情
報、発電所の技術資料、などの重要情報も含まれていました(参考資料[4][5][6][7][8][9])。
Winny に代表される P2P ファイル交換ソフトによる情報漏えいで特徴的なのは、P2P ファイ
ル交換ソフトを悪用するウイルスが存在することです。P2P ファイル交換ソフトで入手したファイ
ルからウイルスに感染してしまうと、コンピュータ利用者の意図と無関係に、コンピュータ上のファ
イルが多量に P2P ネットワークに対して公開されてしまいます。公開されたファイルは他のコン
ピュータに次々とコピーされるため、一度漏えいしてしまうと P2P ネットワークから完全に削除する
ことはできません。
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アンティニ－

Antinny
Winny 利用者をターゲットにした、ワーム型ウイルスの総称です。Antinny に感染して
いる人のパソコンで、Winny で使われる共有フォルダ内に、ウイルスのコピーが作成され、
別の Winny ユーザが、ファイルを交換する際に、同時にウイルスも交換して、感染が広
がっていきます。メールの添付ファイルとして侵入するタイプもあります。
また、Antinny は Winny のアップロード機能を利用して外部に公開するため、Winny 利
用者は知らぬうちに自分のコンピュータ内にあるファイル流失などの情報漏えいを引き
起こします.
アップロードするファイルの種類は Antinny の亜種により異なりますが、デスクトップの
スク リーンショット画像、テキス トファイル、オ フィス文書ファイル（Wo rd 、E xce l 、
PowerPoint など）、PDF 文書ファイル、メールボックス、画像ファイル、クッキー、インター
ネットショートカット、などのファイルがあります。
トレ ンド マイク ロ社に よ る と Wi nn y 上に 情報漏 えいさせ る不正プ ログ ラ ムは
「Antinny」、「UPBIT」の名称で対応しており 2006 年 2 月 24 日現在最新のウイルスパ
ターンファイル 3.231.00 にて「Antinny」名で 70 種、「UPBIT」名で 1 種の計 71 種に対
応しています。
また、亜種によっては特定の日に、あるウェブサイトに攻撃をしかけるものもあります。

参考資料
[10] トレンドマイクロ 「Winny による情報漏えい対策ページ」
http://www.trendmicro.co.jp/security/winny/

[11] トレンドマイクロ 「ファイル交換ソフト Winny(ウィニー)による情報漏えいにご注意くださ
い」
http://www.trendmicro.com/jp/security/report/news/archive/2006/vnews060302.htm

[12] トレンドマイクロ 「WORM_ANTINNY.G」
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_ANTINNY.G

[13] シマンテック 「W32.HLLW.Antinny.G」
http://www.symantec.com/region/jp/avcenter/venc/data/w32.hllw.antinny.g.html

[14] IPA 「ファイル交換ソフトに潜む情報漏えいの危険性！！ 」
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/03outline.html
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利用者

管理者

開発者

第3位 音楽CDに格納された

「ルートキットに類似した機能」の事件化

市販の音楽 CD に、特定のファイルを隠す機能を持つソフトウェアをコンピュータにインストー
ルするものがあり、ニュースとなりました。元々は海外で販売された CD でしたが、国内でも輸入
版という形で入っており、多くのコンピュータにインストールされていることが確認されました。
このソフトウェアが問題になった理由は、特定のファイルを隠す機能があったためです。ウイル
スなどの悪意あるプログラムを特定のファイル名にしておけば、ワクチンソフトなどのハードディス
ク内のファイルをスキャンするソフトウェアからも隠すことができるようになります。
このような、特定のファイルを隠す機能は「ルートキット」と呼ばれる悪質なツールの特徴の一
つです。問題のソフトウェアはルートキットではありませんが、類似した機能を持っていたためにウ
イルスに利用される危険性があり、海外や国内で問題となりました。実際に、海外同様に国内で
もこの機能を悪用し、特定のファイル名を利用することでワクチンソフトから隠れようとしたウイル
スが発見されました。

参考資料
[15] Symantec 「Trojan.Welomoch」
http://www.symantec.com/region/jp/avcenter/venc/data/jp-trojan.welomoch.html
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ルートキット
市販の音楽 CD の問題では、ルートキットの機能に類似した機能により、$sys$からは
じまるファイル名がシステムから隠されるようになっていましたが、報道によると、
$sys$drv.exe というファイル名によりワクチンソフトから隠れようとするウイルスが発見
されました(参考資料[19])。
コンピュータに侵入した攻撃者は、攻撃ツールをまとめた「武器庫」やそれを隠蔽する
手段をパッケージ化した「ルートキット」と呼ばれるツールを侵入したコンピュータにイン
ストールします。このツールには、管理者や他のユーザから「武器庫」の位置や、攻撃者
が利用中のプロセスやファイルが見えないような機能が含まれており、一旦インストール
されてしまうと検知が大変困難であるという特徴があります。
ルートキット特有の挙動からルートキットがインストールされているか検知できるツー
ルがありますが、これらも一部を検知できるだけであり、全面的に除去することはできま
せん。

参考資料
[16] Microsoft 「The Strider GhostBuster Project」
http://research.microsoft.com/rootkit/

[17] Sysinternals 「RootkitRevealer」
http://www.sysinternals.com/utilities/rootkitrevealer.html

[18] chkrootkit -- locally checks for signs of a rootkit
http://www.chkrootkit.org/
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Microsoft Windows のプラグアンドプレイの脆弱性
Microsoft Windows のプラグアンドプレイ機能には未チェックのバッファにより、外部
から任意のコードが実行でき、またローカルで特権の昇格が可能な脆弱性がありまし
た。
この問題を悪用されると、特権を持つユーザを作成されたり、コンピュータを完全に制
御される危険性があります。
ウイルスの中にはこの脆弱性を攻撃してコンピュータに侵入し、ルートキットをインス
トールするものがあります。

参考資料
[20] マイクロソフト 「プラグ アンド プレイ の脆弱性により、リモートでコードが実行され、特権
の昇格が行なわれる」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms05-039.mspx
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利用者

管理者

第4位 悪質化するフィッシング詐欺

フィッシング詐欺は 2004 年に比べてより悪質なものへと変化しています。今までは罠となる電
子メールを無差別な対象にばらまいていましたが、現在では対象を絞り込み、知人の名前など対
象が油断しやすい名前と内容を使ってフィッシング詐欺の電子メールを送信するといった事例
が確認されています。このように対象を限定する攻撃を「スピア型の攻撃」と言い、対象を限定し
たフィッシング詐欺を「スピア型フィッシング詐欺」といいます。
各種銀行のウェブサイトではフィッシング詐欺への対策が一般的となり、対策ツールバーや、
ソフトウェアキーボードによる暗証番号の入力、セキュリティトークンの利用などの手段を講ずる
ようになりました。
ツールバーやソフトウェアキーボードによる暗証番号の入力、セキュリティトークンの利用など
強化された認証を利用することで、通信の盗聴等によるパスワード盗用に対する耐性を得ること
ができます。しかし、これらの一見安全な認証情報を利用していても、工夫された偽装サイトにそ
の情報を渡してしまうことにより、悪用されてしまう場合が考えられます。
利用者のコンピュータにインストールされた悪質なソフトウェアによる暗証番号の盗難に対し
て、画面上にソフトウェアキーボードを表示することでキーボードの打鍵から暗証番号を読みとら
せないようにしているウェブサイトがあります。しかし、ソフトウェアキーボードをクリックした時にスク
リーンショットを取るタイプや直接 HTML(HyperText Markup Language)を解析するタイプ
の悪質なソフトウェアに対しては効果がありません。
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DNS の管理の不備によるドメイン名乗っ取りの脆弱性
かつて DNS(Domain Name System)サーバとして利用していたホストを、ドメイン名の
廃止などがあったにも関わらず、そのままのドメイン名で DNS サーバとしてレジストリに
登録したままである場合、第三者が廃止されたドメイン名を買うことで、利用中のドメイ
ン名を乗っ取り、フィッシング詐欺に利用される可能性があります。
報道によると、ドメイン名の維持に使っていた別のドメイン名が、期限切れのために、
あやうく第三者が取得できそうになっていた件がありました(参考資料[25])。
ウェブサイトが利用しているドメイン名およびその DNS サーバについて、問題のある運
用や設定は、悪意ある人によるドメイン名乗っ取りにつながる可能性があります。ドメイ
ン名の乗っ取りを行われた場合、利用者が本物のウェブサイトの URL(Uniform Resource Locator)を指定しても、そのドメイン名を乗っ取った人が用意したウェブサイトに
接続してしまいます。ドメイン名の乗っ取りによる影響は、ウェブサイトだけでなく、電子
メールなどのインターネットを利用するサービス全てに及びます。DNS に関する問題です
が、ウェブサイトにも直接影響する問題であるため、注意が必要です。

参考資料
[21] 総務省 「ドメイン名の運用管理に関する注意喚起」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/domain/050630.html

[22] IPA 「ドメイン名の登録と DNS サーバの設定に関する注意喚起」
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050627_dns.html

[23] JPRS 「DNS サーバの不適切な管理による危険性解消のための取り組みについて」
http://jprs.jp/info/notice/problematic_ns.html

[24] JPRS 「DNS の不適切な設定が発生する危険性があるケースとネームサーバ設定状況の
確認方法について」
http://jprs.jp/info/notice/problematic_ns_notice.html
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利用者

開発者

第5位 巧妙化するスパイウェア

スパイウェアとは、「利用者や管理者の意図に反してインストールされ、利用者の個人情報や
アクセス履歴などの情報を収集するプログラム等。」のことです(参考資料[30])。
例えば、スパイウェアに侵入されることにより、インターネットバンキング利用時に、利用者によ
り入力される口座情報、ログインパスワード等の取引に必要な情報を記録され、外部に送信さ
れ、金銭的な被害が発生する可能性が想定されます。
セキュリティで最大の弱点になるのは利用者自身の行動です。いかに OS(Operating Sys
tem)やソフトウェアを最新のものにし、ワクチンソフトなどを併用したとしても、利用者の行動次
第ではウイルスに感染しますし、詐欺にもあってしまいます。
特に、2005 年は利用者の心理的な落し穴をついた攻撃がインターネットで増加しており、問
題となっています。報道によると、スパイウェアに感染したことによりパスワードなどを盗まれ、預金
が不正に引出される被害がありました(参考資料[26])。
また、2005 年に発見されたものとして、「スパイウェア対策ソフトウェア」と自称するスパイウェ
アがありました。一見普通のソフトウェアですが、執拗にクレジットカード番号を入力させようとす
る、安全な状態でもスパイウェア感染の警告を出すなど悪質なものです。これも、利用者自身が
あやしいと判断して対処する必要があります。
その他にも、OS やブラウザの脆弱性を攻撃する画像をウェブサイトや電子メールに罠として
仕掛け、画像を見た利用者のコンピュータをウイルスに感染させたり、悪質なソフトウェアをイン
ストールしようとするものがあります。修正プログラムを適用していれば大抵の場合は問題ありま
せんが、そうでない場合は危険となります。
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実際に、メールの添付画像に罠をしかけて、製品のサポートセンターへ「問題が起きた時のス
クリーンショットを添付します」などの本文でメールを送信する。ウェブサイトに罠をしかけて「あな
たの組織のスキャンダルを掴んでいます。詳細はこちらへ」というメールを企業に送信する、など
という対象にあわせた手口が確認されています。

スパイウェア
スパイウェアとは、利用者や管理者の意図に反してインストールされ、利用者の個人
情報やアクセス履歴などの情報を収集するプログラムなどの呼称です。
スパイウェアの定義は広く、一般には広告を表示する機能や、キーロガー、個人情報
を勝手に外部に送信してしまうものなどがスパイウェアと呼ばれます。
スパイウェアをインストールしてしまった場合、キーロガーでキーボードの入力情報から
パスワードや暗証番号を盗まれたり、コンピュータ内部の個人情報が漏えいしたり、ウェ
ブブラウザの利用時に頻繁に広告が表示されるなどの危険性があります。

参考資料
[27] IPA 「スパイウェアによる被害の防止に向けた注意喚起」
http://www.ipa.go.jp/security/topics/170720_spyware.html

[28] IPA 「パソコンユーザのためのスパイウェア対策 5 箇条」
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/spyware5kajyou.html

[29] 経済産業省 「夏休み期間における情報セキュリティにかかる注意喚起～フィッシングやス
パイウェアへの対応について～」
http://www.meti.go.jp/press/20050720001/20050720001.html

[30] JNSA 「スパイウェア対策啓発ＷＧ」
http://www.jnsa.org/spyware/index.html

[31] マイクロソフト 「個人ユーザー向けセキュリティ : スパイウェア」
http://www.microsoft.com/japan/athome/security/spyware/default.mspx
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Microsoft Windows のメタファイルの脆弱性
Microsoft Windows の GDI(Graphic Device Interface)機能には、WMF(Windows
Meta File)画像のヘッダの取り扱いに問題があり、画像を表示した際にバッファが溢れ
てしまう問題がありました。
この問題を悪用されると、WMF 画像を掲載したウェブサイトや電子メールを閲覧する
だけで、コンピュータ上で任意のコードを実行され、スパイウェアをインストールされる等
の危険性があります。

参考資料
[32]マイクロソフト 「Graphics Rendering Engine の脆弱性によりコードが実行される可能性がある」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms05-053.mspx

Microsoft Windows の JPEG 画像の脆弱性
Microsoft Internet Explorer には、JPEG(Joint Photographic Experts Group)画像
の取り扱いに問題があり、画像を表示した際にメモリの内容を破壊される問題がありま
した。
この問題を悪用されると、JPEG 画像を掲載したウェブサイトや電子メールを閲覧する
だけで、コンピュータ上で任意のコードを実行され、スパイウェアをインストールされる等
の危険性があります。

参考資料
[33] マイクロソフト 「Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms05-038.mspx
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Microsoft JView プロファイラの脆弱性
Microsoft Internet Explorer には、COM(Component Object Model)オブジェクトの
取り扱いに問題がありました。
この問題を悪用されると、COM オブジェクトを利用したウェブサイトや電子メールを閲
覧するだけで、コンピュータ上で任意のコードを実行され、スパイウェアをインストールされ
る等の危険性があります。

参考資料
[34] マイクロソフト 「JView プロファイラの脆弱性によりリモートでコードが実行される」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms05-037.mspx
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利用者

第6位 流行が続くボット

ボット(bot)は、メールや不正アクセスなどの様々な手段によりネットワーク経由で感染し、外部
からの指令に従って一斉に他者への攻撃を開始する、不正なプログラムの一種です。同じように
ネットワークを通じて感染するウイルスとは違い、感染に成功してコンピュータへ侵入したボット
は、ボットネット(botnet)と呼ばれる独自のネットワークに自動的に参加しようとします。
ボットをインストールされたコンピュータは、迷惑メールの送信や、第三者への攻撃の踏み台と
して利用されます。そのため、ボットに侵入されたコンピュータの持ち主は、意識して攻撃をして
いなくても加害者となり、場合によっては被害者に訴訟を起こされる可能性もあります。
2004 年に流行したボットですが、2005 年になってもなおも流行し続けています。2005 年の
ボットの特徴としては、従来は Microsoft Windows を対象としたボットが多数を占めていました
が、Linux システム上で動作するボットが Windows を対象としたボット程ではありませんが増加
したことが挙げられます。年間を通して次々と攻撃傾向のトレンドが移りかわる年でもありました。
また、従来はボットの挙動を観測することでボットの動向が把握されていましたが、ボットの作
成者が観測者を意識して対策を行いはじめたために外部からのボットの観測がしにくくなり、ボッ
トの全体像を把握することはますます難しくなっています。

参考資料
[35] 警察庁 @police 「Linux システムを標的としたボットについて」
http://www.cyberpolice.go.jp/detect/pdf/20051228_LinuxBot.pdf

[36] ラック 「ネットワークセキュリティ動向 エグゼクティブ・レポート」
http://www.lac.co.jp/news/pdf/20060223lac_report.pdf
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対抗策に対する変化も素早く、ボットが単独で利用されるのではなく次々と他の脅威と並行し
て使われるように変化しています。直接脆弱なコンピュータを攻撃するだけではなくウェブサイト
に罠をしかけて待ちうけるなど、より悪質化していると言って良いでしょう。

Microsoft Windows の DCOM の脆弱性
Microsoft Windows の RPC(Remote Procedure Call)サービス(RPCSS)は、外部か
ら特定の機能を実行するリモートプロシージャ機能を提供します。DCOM(Distributed
Component Object Model)インタフェースは RPC サービスを利用し、ネットワーク経由で
サービスを提供します。
DCOM インタフェースには、入力を適切に取り扱わないためにオーバフローが可能な
問題がありました。この問題を悪用されると、サービスの動作権限で任意のコードを実行
される危険性があります。
報道によると、ボットが感染を広げる際にする攻撃では、DCOM の脆弱性や RPCSS
の脆弱性、LSASS の脆弱性を攻撃する割合が高く、7 割以上がこれらの脆弱性を攻撃
していました。

参考資料
[37] マイクロソフト 「RPC インタフェースのバッファ オーバーランによりコードが実行される」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx

[38] 警察庁 @police 「平成 17 年上半期（1 ～ 6 月）における botnet 観測システム観測結
果」
http://www.cyberpolice.go.jp/detect/pdf/20051025_botnet.pdf
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Microsoft Windows の RPCSS の脆弱性
Microsoft Windows の RPC サービス(RPCSS)は、外部から特定の機能を実行するリ
モートプロシージャ機能を提供します。DCOM インタフェースは RPC サービスを利用し、
ネットワーク経由でサービスを提供します。
RPC サービスには、DCOM のアクティブ化の処理にオーバフローが可能な問題があり
ました。この問題を悪用されると、サービスの動作権限で任意のコードを実行される危険
性があります。
報道によると、ボットが感染を広げる際にする攻撃では、DCOM の脆弱性や RPCSS
の脆弱性、LSASS の脆弱性を攻撃する割合が高く、7 割以上がこれらの脆弱性を攻撃
していました。

参考資料
[39] マイクロソフト 「RPCSS サービスのバッファ オーバーランによりコードが実行される」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/MS03-039.mspx

Microsoft Windows の LSASS の脆弱性
Microsoft Windows では、LSASS(Local Security Authority Subsystem Service)と
いうセキュリティのためのサービスが動作しています。LSASS DCE/RPC 経由で利用でき
る Microsoft Active Directory サービスの、デバッグ出力を行う関数には、バッファオーバ
フローが可能な問題がありました。
この問題を悪用されると、リモートから RPC 接続経由でバッファオーバフローが発生
し、サービスの権限で任意のコードを実行される危険性があります。
報道によると、ボットが感染を広げる際にする攻撃では、DCOM の脆弱性や RPCSS
の脆弱性、LSASS の脆弱性を攻撃する割合が高く、7 割以上がこれらの脆弱性を攻撃
していました。

参考資料
[40] US-CERT 「Vulnerability Note VU#753212」
http://www.kb.cert.org/vuls/id/753212

[41] マイクロソフト 「Microsoft Windows のセキュリティ修正プログラム」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin /ms04-011.mspx
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利用者

開発者

第7位 ウェブサイトを狙う CSRF の流行
(CSRF: Cross-Site Request Forgeries)

会員制のウェブサイトで、投稿されたメッセージの中にある URL を閲覧した利用者が、意図
せずに同じメッセージを自分の会員ページに投稿してしまい、メッセージがどんどん広がってしま
うという事件がありました。また、ある URL を閲覧した利用者が、ソーシャルブックマークサービス
に特定の URL を投稿し、特定のサイトがソーシャルブックマークで注目されてしまうという事例が
ありました。
これらは CSRF(クロスサイト・リクエスト・フォージェリ/CrossSite Request Forgeries) の脆
弱性という、今までも存在は知られていましたが、実際に大規模に攻撃された事例のなかった脆
弱性が狙われたものです。
CSRF の脆弱性とは、「投稿」や「削除」といったウェブサイトで提供される機能を直接利用す
る URL のリンクを罠として仕掛けることで、利用者が意図しない機能を実行させられてしまう問
題です。利用者自身に機能を実行させるよう強制することで、ログインしなければ利用できない
はずの管理用の機能も利用されてしまいます。
話題となった事件で利用された機能は幸いにもメッセージの投稿だけでしたが、組込みソフト
ウェアの管理画面などで利用された場合は、最悪の場合設定の変更や設定内容の初期化など
が行われてしまう可能性があります。
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CSRF(Cross‐Site Request Forgeries)
CSRF(Cross-Site Request Forgeries)の脆弱性とは、「投稿」や「削除」といったウェ
ブサイトで提供される機能を直接利用する URL のリンクを罠として仕掛けることで、利用
者が意図しない機能を実行させられてしまう問題です。利用者自身に機能を実行させる
よう強制することで、ログインしなければ利用できないはずの管理用の機能も利用されて
しまいます。
報道によると、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)で、URL をクリックすると
CSRF により、利用者個々人に割当てられた日記ページに無断で日記が書きこまれて
しまう事件がありました(参考資料[42])。
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利用者

管理者

開発者

第8位 情報家電、携帯機器などの

組込みソフトウェアにひそむ脆弱性

組込みソフトウェアと呼ばれるものの中でも、電子レンジや録画機器などの家電製品や、携帯
電話やデジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなどの携帯機器ではネットワークを利用する製品が
珍しくなくなりました。そのため、ウイルスや不正アクセスなど、コンピュータの世界における脅威
が、組込みソフトウェアの世界でも現実となってきています。
実際に、2005 年に一般から脆弱性の届出を受けて JVN(JP Vendor Status Notes)で公表
表された事例の中にも、組込みソフトウェアの脆弱性がいくつか含まれています。例えば、家庭用
のルータ製品に、外部のネットワークからの管理用のウェブサイトへのアクセスを許してしまうもの
があり、外部から設定の変更や回線の切断が可能なため、問題となりました。また、同製品の設
定を保存する機能を併用することで、ISP(Internet Services Provider)に接続するための
ユーザ名やパスワードを第三者が取得可能であり、問題となりました。
今はまだ届出はそれほど多くありませんが、一旦組込みソフトウェアが攻撃対象として認識さ
れれば、今後は増加していくと考えられます。

組込みソフトウェアの場合、コンピュータのようにインターネット経由で修正プログラムを配布
するという方法が取りにくいものもあります。開発期間や製品出荷サイクルが短く、利用できるリ
ソースも制約が厳しいという事情もあり、なかなかセキュリティ対策が進んでいないのが実状で
す。
また、組込みソフトウェアの中には、セキュリティがほとんど考慮されていなかったり、出荷段階
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での設定が、攻撃に弱い状態になっていることがあります。無線 LAN ルータなどのコンピュータ
関連製品の中にも、出荷段階で安全な設定になっていなかったり、間違った設定を容易にして
しまう構造になっているものがあるために、誰でも利用できる危険な状態になっていることがあり
ます。
しかし、家庭用や企業用の組込みソフトウェアでも、インターネットを使う以上、コンピュータ同
様に攻撃を受ける可能性はあります。特に組込みソフトウェアはコンピュータより製品寿命が長
いものが多いため、出荷時に安全な設定であることはもちろん、長期間に渡って安全な状態を
確保できるように対処していく必要があります。

参考資料
[43] JP Vendor Status Notes
http://jvn.jp/

ルータにおける設定画面のリモートアクセスとパスワード漏え
いの脆弱性
ルータの組込みソフトウェアの一部に、 WAN 側からのリモートアクセスが可能な脆弱
性が存在し、遠隔から第三者により管理者権限を取得され、ルータを操作されてしまう
可能性がありました(参考資料[44])。
この問題を悪用されると、管理画面へのアクセスにより、設定保存機能から ISP の
ユーザアカウントやパスワードを取得されてしまう危険性があります。
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利用者

管理者

第9位 セキュリティ製品の持つ脆弱性

2005 年を通じて、複数のワクチンソフトや侵入検知システム、セキュリティ管理製品などと
いった、様々なベンダのセキュリティ製品に次々と深刻な脆弱性が発見されました。中には、コン
ピュータの制御を奪うことが出来る可能性があるものも含まれます。
セキュリティ製品を対象とした攻撃は、その製品を利用するシステムのセキュリティを脅かす
ことができることから、セキュリティ製品は悪用の目的で狙われやすい対象となります。セキュリ
ティ製品を導入することだけで安心するのではなく、導入した製品に関連する情報に注意しなが
ら利用することが必要です。

ISS 社製品の ICQ 解析の脆弱性
ISS(Internet Security Systems)製品で共通に利用されている、インスタントメッセン
ジャーソフトウェア ICQ(I seek you)の解析ルーチンに、バッファオーバフローが可能な問
題がありました。
この問題を悪用されると、リモートから任意のコードが実行される危険性があります。

参考資料
[45] ISS 「ISS 製品における ICQ 解析の脆弱点」
http://www.isskk.co.jp/support/techinfo/general/ICQ_ISS_166.html
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シマンテック社製品の UPX 解析エンジンの脆弱性
シマンテック製品の一部に含まれる UPX(the Ultimate Packer for eXecutables)解
析エンジンは、UPX 圧縮ファイルを解析するためのコンポーネントです。UPX 解析エンジ
ンにはヒープオーバフローが可能な問題がありました。
この問題を悪用されると、任意のコードを実行される危険性があります。

参考資料
[46] シマンテック 「シマンテックの UPX 解析エンジンにヒープ ･オーバフローの脆弱性」
http://www.symantec.com/region/jp/avcenter/security/content/2005.02.08.html

マカフィー社製品の LHA 解析エンジンの脆弱性
一部のマカフィー製品には、LHA ファイルを解析する際にバッファオーバフローが発生
する問題がありました。
この問題を悪用されると、任意のコードが実行される危険性があります。

参考資料
[47] マカフィー 「McAfee セキュリティ情報」
http://www.mcafee.com/japan/announcement/vulnerability.asp
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トレンドマイクロ社製品の ARJ ファイルの脆弱性
一部のトレンドマイクロ製品には、ARJ ファイルを解析する際の長いファイル名の取り
扱いに問題がありました。
この問題を悪用されると、任意のコードが実行される危険性があります。

参考資料
[48] トレンドマイクロ 「検索エンジンの ARJ ファイル検索処理における脆弱性に関するご報告」
http://www.trendmicro.co.jp/support/news.asp?id=652

F‐Secure 社製品の ARJ ファイルの脆弱性
一部の F-Secure 製品には、ARJ ファイルを解析する際にバッファオーバフローを引き
起こす問題がありました。
この問題を悪用されると、任意のコードが実行される危険性があります。

参考資料
[49] F-Secure 「Code execution vulnerability in ARJ-archive handling」
http://www.f-secure.com/security/fsc-2005-1.shtml
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利用者

管理者

第10位 ゼロデイ攻撃

2005 年末に、Windows の画像処理に関する未公開の脆弱性を利用して攻撃を行うウェブ
サイトが発見されました。そのウェブサイトを利用者が見ると、コンピュータにトロイの木馬を仕掛
けられてしまうという悪質なものです。
その他にも、報道によると、メタファイルの脆弱性を攻撃する画像をウェブサイトに掲載したり、
メールで送信し、利用者が閲覧するとスパイウェアなどをインストールされてしまうものがありまし
た。
この未公開の脆弱性は即座にウイルスに利用され、ベンダが修正プログラムを出す前に攻撃
が流行してしまいました。このように、情報の公開前に攻撃が行われることをゼロデイ(Zeroday)
攻撃といいます。
通常、製品の脆弱性が発見されると、海外の場合は直接ベンダに伝えられたり、専門のメーリ
ングリストで公開されたりします。国内では「脆弱性関連情報の届出制度」に従い、IPA を受付機
関、JPCERT/CC を調整機関として対象となるベンダに情報が伝えられ、製品の修正が行われ
た後、一般に情報が公開されます。
しかし、ゼロデイ攻撃は、ベンダの対策が済んでから情報が公開されるものとは違い、ベンダか
らの公式の修正方法や対策が一般に公開される前に攻撃が行われてしまいます。公式の修正
方法や対策が無いために対策がとれず、対策が公開されるまで一時的に脆弱なままとなってし
まう点がゼロデイ攻撃の脅威となります。

32

参考資料
[50] Internet Watch 「XP など複数の Windows OS に深刻な脆弱性、“0-day exploit”も登場」
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/12/28/10385.html

[51] ITpro 「Windows の脆弱性を突く新しい画像ファイルが出現，メールで送られてくる場合も」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060102/226843/

Microsoft Windows の Windows メタファイルにおける
SETABORTPROC タイプの脆弱性
Microsoft Windows の GDI 機能には、WMF 画像の SETABORTPROC タイプの取り扱
いに問題があります。
この問題を悪用されると、WMF 画像を掲載したウェブサイトや電子メールを閲覧する
だけで、コンピュータ上で任意のコードを実行される危険性があります。

参考資料
[52] マイクロソフト 「Graphics Rendering Engine の脆弱性によりコードが実行される可能性
がある」
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms06-001.mspx
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第2章

利用者・管理者・開発者からみた
10大脅威の分析
第1位 事件化する SQL インジェクション
利用者の視点

定期的な OS の修正プログラムの適用、ワクチンソフトのウイルス定義の定期的な更新、ワク
チンソフトで定期的なシステムスキャン、ブラウザなど利用しているソフトウェアが安全になるよう
に設定の見直し、パスワードは弱いパスワードは使わないように変更、などを行っていないと、
SQL インジェクションの被害を受けてしまう危険があります。
より一層の安全を求めるならば、商用ウェブサイトであったとしても闇雲に信用せず、また、日
常的に利用しているウェブサイトについても、ウェブサイト自体のお知らせや報道等のセキュリ
ティ事故の情報などに注意しながら利用する必要があります。
なお、利用しているウェブサイトやソフトウェアに脆弱性を見つけた場合は、「脆弱性関連情報
に関する届出」をご利用ください。
2004 年に経済産業省が公示した「ソフトウェア等脆弱性関連情報取扱基準」により、脆弱性
関連情報の届出の受付機関として独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)、脆弱性関連情報
に関して製品開発者への連絡及び公表に係る調整機関として有限責任中間法人 JPCERT
コーディネーションセンター(JPCERT/CC)が指定されました。
これを受け、IPA でソフトウェア製品およびウェブアプリケーションの脆弱性に関する情報の
届出を受け付けています。届出は、ウェブのフォームあるいはメールでできます。詳しくは、ウェブ
サイトを御覧ください。
2005 年のソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況に関しては、付録 C を参照し
てください。

参考資料
[53] IPA 「脆弱性情報の届出」
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/report/index.html
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管理者の視点
いくつかの個人情報漏えい事件により、「SQL インジェクションの脆弱性」は問題であると認知
されるようになってきました。しかし、個人情報を取り扱っていないとしても「SQL インジェクション
の脆弱性」は問題となります。
SQL インジェクションの脆弱性の本質は「ウェブサイトを通じてデータベースへのアクセスが
行われてしまう」ことです。データベースは、情報を呼びだすだけのものではありません。データ
ベースには情報を書きこむこともできますし、検索することもできます。そして、内容を変更するこ
とができます。
SQL インジェクションの脆弱性を利用して攻撃された場合、そのウェブサイトで個人情報を
取り扱っていなかったとしても、問題となります。コンテンツ管理システム(CMS)等を利用して
ウェブサイトのコンテンツをデータベースに保存していれば、SQL インジェクションの脆弱性を
利用した攻撃にあうとウェブサイトの改ざんと同様の被害を受けてしまいます。データベース上の
データを全て消されてしまう危険性もあります。データベースサーバを社内と共有している場合、
社内情報へのアクセスも行われてしまうかもしれません。
SQL インジェクションの脆弱性は攻撃ツールがインターネット上に出まわっており、中には自
動で攻撃を行い続けるものもあります。このようなツールで攻撃されるとデータベースサーバが継
続的に過負荷となり、利用できなくなってしまう場合があります。これらの危険性を認識し、SQL イ
ンジェクションの脆弱性に対処してください。
データベースのログイン認証は外部に公開していないという安心感から推測されやすい簡単
なパスワードを設定している事があります。データベースサーバに外部からのアクセスができてし
まう場合、外部からのログイン攻撃を受けてしまう危険性があります。
運用や開発の人間しかアクセスしないからと簡単なパスワードを付けてしまっていると、運用
や開発の人間が使うような高い権限を持ったアカウントで侵入されてしまうことになります。データ
ベースでも、パスワードには複雑なものを使用したり、より強固な認証を利用する必要があります。

参考資料
[54] ラック 「侵入傾向分析レポート Vol.5」
http://www.lac.co.jp/business/sns/intelligence/report/intrusion_trendreport_vol5.pdf
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開発者の視点
SQL インジェクションを行う攻撃者は、ウェブサイトに表示されるデータベースのエラーメッ
セージから、データベースの種類やバージョン、テーブルの構造やテーブルの関連性を読みとり
ます。SQL 文が直接含まれるようなエラーメッセージは開発時にはデバッグ用の情報として必要
ですが、一般の利用者に対しては見せる必要がありません。開発が終了したらデバッグ用のメッ
セージは必ずオフにしてください。また、情報を隠したからといって脆弱性が無くなるわけではあり
ません。SQL のエラーメッセージを隠してそれで良しとせず、きちんと SQL インジェクションの対
策を行ってください。
SQL インジェクションの脆弱性に限らず、ウェブサイトやウェブアプリケーションの脆弱性は、
設計段階からセキュリティを意識して作成することで脆弱性をつくりこまないようにできます。現在
脆弱なウェブサイトに対策を施すことも重要ですが、新規に開発、あるいは改修を行う場合、脆
弱性をつくりこまないように注意してください。
また、データベースを取り扱う際は権限の扱いに注意を払い、運用時に利用するアカウントと、
開発時に利用するアカウント、アプリケーションから利用するアカウントをはっきり区別し、不要な
権限を与えないように注意してください。
アプリケーションから利用するアカウントがテーブルの作成や削除が可能な権限を持つ必要
はありません。攻撃を受けた場合にテーブルを消される怖れがあります。データを読みこむだけの
アカウントに書きこみ権限がある必要もありません。攻撃を受けた場合にデータを改ざんされる
怖れがあります。くれぐれも、権限の扱いに注意を払ってください。
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第2位 Winnyを通じたウイルス感染による

情報漏えいの多発
利用者の視点
P2P ファイル交換ソフトによる企業情報の漏えいのほとんどは、仕事用のコンピュータに P2P
ファイル交換ソフトを利用してしまった結果か、P2P ファイル交換ソフトを利用している個人用の
コンピュータに重要情報を入れてしまった事が原因です。
P2P ファイル交換ソフトなどの P2P ソフトウェアを利用可能な状態でウイルスに感染すると情
報漏えいを引き起こしてしまう危険があります。

管理者の視点
Winny 経由で情報が漏えいした場合、以下のような問題点があります。

情報がどこまで流出したのか、追跡ができない
Winny では、誰がどうアクセスしたかのログを取る機能が無いため、一旦漏えいした後は誰がそ
の情報を手にいれることができたのかを追跡できません。ウェブサーバ経由の漏えいの場合はアク
セスログなどの記録をつきあわせることで、誰が情報を入手したのかを追跡し把握できます。しか
し、Winny の場合は記録を残さずに半自動でファイルの交換を行っているために追跡は困難で
す。

情報を消すことができない。
一度出まわった情報は多くのコンピュータに分散し保存されてしまうため、一旦漏えいした情報
は消すことができません。誰か一人がその情報の入ったファイルを Winny の P2P ネットワークに提
供し続ける限り、P2P ネットワーク上の誰もがその情報を入手できてしまう可能性があります。時間
が経ち興味を持つ人が少なくなれば P2P ネットワーク上でそのファイルを探しにくくなるかもしれま
せんが、完全に消えることは無いといって良いでしょう。

個人情報の保護に関する法律の全面施行により、企業においても個人情報の漏えいについ
て注目が集まるようになりました。しかし、漏えいすると問題になる情報は個人情報だけではありま
せん。直接的な機密情報もそうですし、一見問題の無い情報も複数集まれば重要な情報となり
ます。

参考資料
[55] 内閣府 「国民生活局 個人情報の保護に関する法律」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/
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第3位 音楽CDに格納された

「ルートキットに類似した機能」の事件化
利用者の視点
音楽 CD に類似した機能が含まれていたために話題となった「ルートキット」とは、Windows
や Unix 用の様々な攻撃ツールや盗聴ツールなどの悪質なソフトウェアがパッケージングされ
たものです。攻撃者はしばしば他人のコンピュータに侵入した直後に、ルートキットをインストール
します。そして、悪質なソフトウェアの詰まった「武器庫」を隠す際にルートキットのファイルを隠す
機能を利用するのです。
ファイルを隠す他にも、プロセスを一覧から隠したり、ログイン中のユーザを一覧から隠したりと
いった、管理者や利用者に見つからないための機能が確認されています。隠すだけではなく、正
当なプロセスやユーザにカムフラージュする場合もあります。そのため、あらかじめファイル改ざ
んを検知するソフトウェアなどを導入していない限り、一旦コンピュータに侵入されてしまいルー
トキットをインストールされてしまうと、後からルートキットを発見するのは至難の技です。

管理者の視点
組織内のコンピュータで「ルートキット」が発見された場合、そのコンピュータは踏み台として利
用されていると考えてほぼ間違いありません。踏み台とされたコンピュータの周囲のコンピュータ
は、何らかの攻撃を受けている可能性があります。その中には、もしかしたら侵入され、新たな踏
み台とされてしまっているコンピュータがあるかもしれません。
そのため、ルートキットが発見された場合は、早急に責任者に何が起っているのかを報告し、
ネットワークに繋がるコンピュータの調査を行う必要があります。ルートキットが「武器庫」として使
うツールの中には、ユーザがキーボードのどのキーをどの順番で打ったかを記録するキーロガー
と呼ばれるツールも含まれている事があるからです。
ルートキット特有の挙動や痕跡から、インストールされたルートキットを発見するツールがありま
す。利用している OS とソフトウェアに対する専門的な知識が必要となりますが、これらのツールを
利用すればルートキットを発見すること自体は不可能ではありません。ただし、その場合もルート
キットを完全に除去する方法は極めて難しいため、重要なデータを取り出して、別に OS をインス
トールした HDD に、データを移行して稼働させる対応が一般的です。
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開発者の視点
ファイルを隠す機能は、ウイルスなどがワクチンソフトから隠れるために悪用できてしまう危険
な機能です。
ファイルを隠す機能の他にも、ソフトウェアの中には他のソフトウェアやユーザからの干渉を避
けるために、プロセスの隠蔽などの特殊な技術を使うものがあります。しかし、それらの技術を採
用する前に、第三者が悪用できないか、その機能を持つソフトウェアのインストールによってユー
ザの同意無しにセキュリティレベルが低下したりしないか、よく検討してから採用してください。
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第4位 悪質化するフィッシング詐欺
利用者の視点
銀行のウェブサイトを利用した不正送金事件の場合、数年前はネットカフェ等においてコン
ピュータの安全性を確認せずに利用したことで暗証番号が漏れてしまうといった事件が一般的
でした。しかし今ではそのような脅威に加え、ウイルスやワーム、ボット、スパイウェアやフィッシング
詐欺といった数々の脅威により、家や会社で利用しているコンピュータでも同様の暗証番号の漏
えいが起きてしまう可能性があります。
フィッシング詐欺は常に利用者の裏をかこうと変化しています。アンチスパイウェアの製品を
導入したからと言って、万全ではありません。利用者自身が注意していないと引っかかる危険性
があります。

管理者の視点
取引先や知人の名前を騙るなどした「スピア型フィッシング詐欺」の電子メールを発見した場
合、周囲の人にも同じようなフィッシング詐欺の電子メールが送信されている可能性があります。
可能ならば周囲に警告を出して、フィッシング詐欺による被害が増えないように注意をうながして
ください。
スピア型の攻撃は、対象となる目標を限定した攻撃であるために、対象にあわせて攻撃方法
が作成されてしまい、一般的な防御手法では防ぎきれないことがあります。また、特定範囲への
攻撃であるために被害の範囲も局所的となり、攻撃の事実が一般に周知されないことがあり、対
策が遅れがちになりやすくなります。
管理下のネットワークで奇妙な事象を発見した場合は、公的機関やセキュリティベンダに相
談することをおすすめします。
また、フィッシング詐欺の中には、ホスト名と IP アドレスの対応を記述する hosts ファイルを置
き換えることによりフィッシングサイトを仕掛けようとするものがあります。hosts ファイルを書換えら
れると、正しい URL を入力しても偽サイトに誘導されてしまいます。このような攻撃方法を収穫を
待つ農業に例えて「ファーミング(pharming)」と言います。
ファーミングの中には、期限切れのドメイン名を取得するなどの方法で、企業が利用中のドメイ
ン名の制御を乗っ取り、企業のウェブサイトから偽サイトに誘導する攻撃方法があります。管理者
は、レジストラに登録しているドメイン名の登録情報を確かめて、登録情報の中に今は使われて
いないドメイン名が含まれていないか、ドメイン名がきちんと管理されているかを確認する必要が
あります。
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第5位 巧妙化するスパイウェア
利用者の視点
スパイウェアとは、「利用者や管理者の意図に反してインストールされ、利用者の個人情報や
アクセス履歴などの情報を収集するプログラム等。」のことです。
スパイウェアによる主な被害としては、メールアドレスの漏えい、オンラインバンキングなどのア
カウントとパスワードの漏えい、クレジットカード番号などの個人情報の漏えいがあります。
また、二次的な被害として、上記の情報が悪用され、なりすましによる金銭的な被害の発生が
マスコミにより報道されています。
IPA への相談としては、アダルトサイトで画像をクリックしただけでスパイウェアがインストール
され、普段使用しているメールアドレスが抜き取られるといった事例が多く見られます。

開発者の視点
利用者がコンピュータを管理者権限で利用している場合、「権限が制限された環境」でログイ
ンしている場合に比べて許可された行動が増えるために、スパイウェアによる被害が大きなもの
となります。
しかし、ソフトウェアの中には管理者権限でしか動作を確認していないものがあり、利用者が
「権限が制限された環境」を利用するための妨げとなっています。
本来管理者権限を必要としないソフトウェアでも、利用者の設定情報やデータを管理者権限
が必要なディレクトリやフォルダに記録するため、不必要に管理者権限を要求してしまうソフト
ウェアが見うけられます。他の利用者と共有する必要の無い利用者の設定やデータは、利用者
自身のディレクトリやフォルダに記録するようにし、管理者権限が無くとも動作するようにしてくださ
い。
また、説明書やヘルプ、ウェブサイトの利用手順などで利用者にセキュリティの設定を変更さ
せるものがあります。例えばウェブブラウザの「署名済みの ActiveX コントロールを有効にする」
「スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプト
の実行を有効にする」「未署名の ActiveX コントロールのダウンロードを有効にする」など、セ
キュリティ関連の設定を標準の状態より引き下げる設定を利用者に提示してしまっているものが
あります。
セキュリティ関連の設定はそのソフトウェアやウェブサイトだけで有効になるものではありませ
ん。特にウェブブラウザの場合は利用者が他の悪意あるソフトウェアやウェブサイトなどにアクセ
スした際も同様に有効になってしまい、利用者の環境自体の安全性を低下させてしまいます。
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第6位 流行が続くボット
利用者の視点
「コンピュータ・セキュリティ～ 2004 年の傾向と対策～」ではワクチンソフトの導入などである
程度はボットによる被害を防げると記述しましたが、ボットの変化が素早いためにもはやそれだけ
では防げなくなっています。ボットの種類の大部分は、対応した機能を持たないワクチンソフトで
は検知できません。ボットはソースコードが公開されており、容易にワクチンソフトに検知されない
亜種を作られてしまいます。また、簡単にボットを作成できるツールもインターネット上で確認され
ており、ますます亜種の増加に拍車をかけています。

第7位 ウェブサイトを狙うCSRFの流行
利用者の視点
脅威の項で説明した事件では、メッセージを投稿する機能が狙われたために大きな被害には
なりませんでした。しかしウェブサイト上の重要な機能が狙われた場合には、より大きな被害につ
ながる可能性があります。
例えば、ウェブサイトに CSRF の脆弱性があり修正されていない場合、非公開に設定している
情報を公開状態に変更させられることにより、意図しない情報が公開されてしまったり、パスワード
を変更されてしまうことによりログインができなくなる危険性があります。

開発者の視点
IPA に届出られた、CSRF の脆弱性が残されているウェブサイトやウェブアプリケーションの
件数は昨年度に比べて増加しています。
CSRF の脆弱性は、ウェブページ上で提供している機能が外部のウェブページのリンクをた
どるだけで実行可能な場合に生じます。ウェブページ上で「情報の削除」「パスワードの変更」
「初期化」などやり直しのきかない機能を実行する前には、第 3 章「ウェブサイトで CSRF の対策
を行う」を参考にして、第三者に機能を悪用されないようにしてください。
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第8位 情報家電、携帯機器などの

組込みソフトウェアにひそむ脆弱性
利用者の視点
電子レンジや録画機器などの家電や、携帯電話やデジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなど
の携帯機器などにあらかじめ搭載されたソフトウェアを組込みソフトウェアといいます。
ネットワーク機能を持つ組込みソフトウェアを利用する場合、家庭内だけの利用なので面倒
だとパスワードを設定しない人がいます。しかし、これは間違いです。コンピュータと同じネットワー
クにつないでいる以上、同様にインターネットから攻撃を受ける可能性があります。確かに OS 特
有の攻撃などは影響を受けないでしょうが、それでもプロトコルの脆弱性など幅広い製品に影響
する脆弱性を攻撃された場合、設定が初期化されたり機器が停止する、無制限のアクセス許可
を設定されてしまい違法なファイルの集積場にされてしまうなどの危険性があります。
例え家電であっても、普通のコンピュータと同様に基本的な対策が一番重要です。

管理者の視点
ネットワークに接続されている機器のセキュリティを考える場合、ルータや無線 LAN(Local
Area Network)アクセスポイントなどの重要なインフラ機器やパソコンなどの末端機器のみを
考慮し、ネットワークプリンタや携帯機器などの組込みソフトウェアがセキュリティの考慮の対象
から漏れてしまうことがあります。
ネットワークプリンタにアクセス制限を設定していない場合、違法なファイルの置き場所にされ
るなどの危険性があります。携帯機器もウイルスや悪意あるプログラムが発見されており、組織外
部から組織内部への踏台として利用される可能性があります。
管理者はネットワークに接続されている機器全てが本当に管理下にあるかを把握した上で、
これらの組込みソフトウェアについても、安全な設定が可能であれば行うようにしてください。認証
をかけ、あるいは必要な接続以外を拒否し、アップデートを行い、安全な状態に保つようにする
必要があります。
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開発者の視点
家庭内や企業内の LAN環境は外部のインターネット環境に準じた危険性があります。例えそ
その製品が LAN 向けであったとしても、アクセス制御やアップデートの方法などのセキュリティ
に関する事項を考慮する必要があります。ネットワークを利用した製品が普及している現在、製
品には設計の段階から品質保証の一部としてセキュリティを盛り込む必要があります。
また、組込みソフトウェアのセキュリティについても、事故防止と同様に出来るだけフェイル
セーフやフールセーフの考えを当てはめ、初期設定の時点でセキュリティ機構が安全側に振れ
るようにしてください。
例えば、初期設定のパスワードがマニュアルに記載されている事自体は問題ではありません。
しかし、ユーザがパスワードを変更しないと、マニュアルを読んだ攻撃者がネットワークを利用し
てログインしてしまうな危険性が発生します。
パスワードを自動でランダムな値に設定して、製品毎にシールを貼るなどで個々で違った初
期パスワードを提供するといった方法を取ることで問題を解決しているベンダもあります。それ以
外にも、ユーザが確実にパスワードを変えるように、初めてのログイン直後にパスワードを強制的
に変更させるようにしておけば、マニュアルにあるパスワードでログイン攻撃を受ける危険性は減
ります。
アクセス制限についても同様で、ローカルネットワークからだけのアクセスを許すような初期設
定にしておけば、外部からの攻撃は防ぐことができます。

参考資料
[56] IPA 「2005 年版組込みソフトウェア産業実態調査」
http://sec.ipa.go.jp/download/200506es.php
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第9位 セキュリティ製品の持つ脆弱性
利用者の視点
セキュリティ製品であるからといって、必ずしも安全な製品であるというわけでありません。通常
の製品同様に脆弱性が発見されたり、攻撃の対象にもなることもあります。セキュリティ製品はシ
ステムを守る都合上、通常のソフトウェアよりも高い権限で動いていることが多く、システムを操
作できる権限を乗っ取りたい攻撃者にとって格好の対象となります。

管理者の視点
企業などで電子メールの送受信などにワクチンソフトを介在させてウイルス対策をしている場
合、ワクチンソフトが停止すると電子メールが利用できなくなることがあるため、業務に支障をき
たすことがります。また、ファイアウォール製品やルータ製品の脆弱性を攻撃された場合、同様に
ネットワークが停止したり、最悪の場合ネットワークの急所を押えられてしまう可能性があります。
これらは、事故や情報漏えいと同じく、企業活動に損害を持たらすリスクとなります。クライアン
トやサーバの停止だけではなく、このようなセキュリティ製品が停止する可能性もリスクとしてあら
かじめ考慮しておく必要があります。管理者は、利用する製品の脆弱性情報に十分注意を払
い、その上で事故発生時の具体的な手順を記した「事故対策手順書」などをあらかじめ作成し
ておくようにしてください。
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第10位 ゼロデイ攻撃
利用者の視点
脆弱性に関する情報が公開されベンダが修正プログラムを出す前に、未知の脆弱性を利用
した攻撃が行われてしまうことを、ゼロデイ(Zeroday)攻撃といいます。
ゼロデイ攻撃が発見された場合、一時的な対策方法が公表されていれば対策を行い、その
後に出るであろう修正プログラムやアップデートを待ち、できるだけ早く脆弱性を無くす必要があ
ります。
一時的にワクチンソフトなどで対応できるからと、一時的な回避策だけで安心せずに、必ず脆
弱性が発見されたソフトウェアに対して修正プログラムを適用してください。修正プログラムが適
用できない場合は、同等の機能を持つ代替製品の利用を検討してください。
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管理者の視点
ゼロデイ攻撃は、攻撃が発見されてからベンダが対策を公表するまでの猶予期間が無く、防
ぎようが無い状態ができてしまうことが脅威となります。
そのため、利用者の場合と同様に、ゼロデイ攻撃に対してはいち早く可能な回避策を適用し、
修正プログラムやアップデートが公表され次第適用して、対象のソフトウェア自体の脆弱性を解
消することが重要となります。
ただし、この際に注意しておきたいのは、緊急に出た修正プログラムは十分にテストを行う期
間が取れないために、どうしても通常の修正プログラムよりも適用した場合のリスクが高くなるとい
う点です。可能ならば適用前に少数のコンピュータでテストを行い、最低限運用している環境で
問題が起きないことを把握してから、実際の適用を周囲に指示することをおすすめします。
また、修正プログラムの適用後も、継続的にベンダの情報を入手し、修正プログラムの不具合
情報や、更新版が出ていないかを確認するようにしてください。ベンダによっては修正プログラム
に不具合がある場合に、不具合を解消した新版を出すところもありますし、情報だけを出すとこ
ろもあります。いずれの場合も再度テストして周囲に指示できるように、ゼロデイ攻撃からしばらく
はいつもより情報に注意してください。
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第3章

情報セキュリティ確保のための
基本的な対策
3.1 利用者の対策
3.1.1 安全なパスワードや設定が重要
単純なパスワードを使っていると、いくら他で対策をしていても侵入されてしまいます。
2005 年にはソフトウェアの脆弱性を利用した攻撃が多数ありました。しかし、それ以外にもア
カウント名とパスワードを辞書を使って総当たりで推測しログインしようと試みる攻撃が、年間を
通して観測されました。
特に、SSH(Secure SHell)のログイン認証を狙った攻撃が多く、IPA に届出があっただけでも
毎月のように一般の利用者からの被害報告がありました。狙われているのは SSH だけではありま
せん。オークションなどウェブサービスで利用するユーザ名とパスワードも攻撃の対象となります。
そのためにも、パスワードはくれぐれも十分に安全なものを利用してください。
ユーザ名とパスワードが同じというパス
ワードは、パスワードの意味がありません。
また、辞書に載っている単語をそのまま
繋げたパスワードも、パスワード解析ツー
ルを使われると簡単に解読されてしまい
ます。記号を混ぜる、何かのフレーズの
頭文字を繋げるなど、単純に推測できな
い複雑なパスワードをつけるようにしてく
ださい。
SSH ではパスワード認証以外にも、公開鍵認証を利用することで公開鍵を持っていない利用
者からのログインを回避できます。何らかの理由が無い限り、パスワード認証は避けてください。
外部から接続可能な SSH サーバでは、必ずパスワード認証を無効にすることがセキュリティ上
の常識となっています。
2005 年のコンピュータ不正アクセス届出状況に関しては、付録 B を参照してください。

参考資料
[57] IPA 「不正アクセス被害の届出状況について」
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/txt/list.html
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3.1.2 コンピュータを常に最新の状態に保つ
コンピュータで利用している OS やソフトウェアで脆弱性が発見され、修正プログラムやアップ
デートが提供された場合は、忘れずに適用してください。インターネットではボットやウイルスなど
が古い脆弱性から最新の脆弱性まで幅広く攻撃していますので、脆弱性が残ったままになって
いると被害を受けてしまいます。
一般に、ソフトウェアのバージョンが古いままだと、時間が経つにつれてセキュリティ上の危険
度は高まっていきます。特に、有名なソフトウェアは利用者も多いために、攻撃者にとっても対象
とする利点が多く、脆弱性が悪用されてしまう可能性が高くなります。
ソフトウェアによっては、自動的なバージョンアップの手段を備えているものがあります。例えば
マイクロソフト社の製品ならば「Microsoft Update」、アップル社の製品ならば「ソフトウェアアッ
プデート」を利用することで、バージョンアップにかかる手間を軽減できます。
ワクチンソフトも、ウイルスだけではなくボットやスパイウェアにも対応し、パケットフィルタの機能
能まで有するセキュリティ統合ソフトウェアの方向に向かいつつあります。しかし、攻撃する側はそ
れらの機能で検知されないことを試してから攻撃できるため、多機能になったとしても検知できる
ようになるまでにはどうしてもタイムラグが生じてしまいます。
しかし、ワクチンソフトを利用することで、大部分の既存のウイルスに対しては、効果的に感染
前にウイルスを発見したり、ウイルスの感染時の活動を防いだりすることが可能です。
古いウイルス定義ファイルのままでは新しいウイルスを検知できません。ワクチンソフトを利用
されている場合は、自動更新機能を有効にし、ウイルス定義ファイルを常に最新に保つようにし
てください。
また、Macromedia Flash や Adobe Acrobat Reader などウェブブラウザのプラグインとして
利用されるソフトウェアも、アップデートが必要です。メーカー製のパソコンの場合、最初からイン
ストールされている場合がありますので、メーカーのマニュアルで確認したり、マニュアルに無い
場合はメーカーに問いあわせて、何がインストールされているのかを把握しておいてください。
2005 年のコンピュータウイルス届出状況に関しては、付録 A を参照してください。

参考資料
[58] IPA「コンピュータウイルスの届出状況」
http://www.ipa.go.jp/security/txt/list.html
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3.1.3 あぶない徴候をみのがさない
ウイルスに感染したり、スパイウェアに引っかかる一番の原因は、脆弱性を狙われたためでは
なく、利用者がブラウザや電子メールクライアントで、危険な添付ファイルを開いてしまうためで
す。
以下に示す状況は、全て何らかの危険な徴候を示しています。

添付ファイルの拡張子があやしい
.exe/.com/.scr/.pif/.bat などの拡張子に代表される実行プログラム形式のファイルを開いて
しまうと、危険なファイルを実行してしまうことになります。実行できる拡張子の種類はソフトウェア
のインストールにより増加します。例えば、Java の実行環境をインストールすると、.jar 形式のファ
イルが実行できるようになります。
実行プログラム形式のファイルは開かず、添付ファイルを送信する際も .txt/.doc/.pdf などの
拡張子を持った実行できない形式のファイル
や、.zip/.lzh/.cab などの拡張子を持ったアー
カイブ形式のファイルのみを取り扱うようにし
てください。
また、拡張子を隠そうとしているファイルも要
注意です。拡張子と表示されるアイコンが違う
場合は、ファイルの拡張子を偽造している可
能性があります。

いつも使っているウェブサイトなのに、今日だけ警告が出る
電子メールの URL をクリックしてこの
ような画面になった場合、フィッシング詐
欺サイトに誘導されている可能性が高い
です。偽装されている可能性があります
ので一旦ブラウザを終了し、ブックマーク
等確実な手段でそのウェブサイトにアク
セスしなおすようにしてください。
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3.1.4 信頼できないソフトウェアやデータを使わない
P2P ネットワークやウェブサイトから入手したソフトウェアやデータには、ウイルスやスパイウェ
ア、ボットなどが付属していることがあります。ソフトウェアを導入したり、データを利用する際は、
以下に挙げるような情報から、安全性を検討した上で、利用してください。
●
●
●
●

配布者のデジタル署名に含まれる会社名などの情報
製品開発者が公開している情報以外の、第三者が公開している情報
身近で利用している人から得られる情報
別途、対策ソフトウェアを利用して、ソフトウェアを調査した情報

ソフトウェアによっては、個人情報などを収集するプログラムやスパイウェアを共にインストー
ルするものがあります。個人情報などを収集するプログラムは、ソフトウェアのライセンスや使用
許諾契約書で導入が必須と定められている場合があります。2005 年には無料をうたう製品がス
パイウェアを含んでいたことが問題となりました。ソフトウェアの導入の際は、あらかじめライセン
スや使用許諾契約書を確認した上で導入するようにしてください。

3.1.5 P2Pファイル交換ソフトと重要情報は一緒にしない
Winny に代表される P2P ファイル交換ソフトを利用する際は、以下の点をよく考慮してから利
用するようにしてください。

(1)業務のためのコンピュータに、業務以外で使用する P2P ファイル交換ソフトなどの
P2P ソフトウェアを入れてはならない
業務に無関係な目的で、P2P ファイル交換ソフトなどの P2P ソフトウェアを使用すべきではあり
ません。

(2)業務目的で使用する場合でも、重要情報とは分離する
P2P ソフトウェア使用が許可されている場合でも、重要情報が保存されているコンピュータへイ
ンストールすべきではありません。ウイルス感染や誤操作により、重要情報が外部に流出してしまう
危険性があります。

(3)個人用のコンピュータに、業務目的の重要情報を入れてはならない
「個人情報の保護に関する法律」に従うまでも無く、仕事上の重要情報は取り扱いに注意するの
が当然です。漏えいして問題となるような情報を許可無く個人用のコンピュータに入れるのは危険
であることを認識しましょう。

詳細は、付録 D の「Winny による情報漏えいを防止するために」を参照ください。

参考資料
[59] IPA 「ファイル交換ソフト使用上の注意事項」
http://www.ipa.go.jp/security/topics/20050623_exchange.html
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3.1.6 フィッシング詐欺に注意する
フィッシング詐欺の被害を受けないために、以下のような点に注意してください。
(1) メールで個人情報や信用情報を送信しない
(2) 金融機関などからの緊急事態のメールは疑い、
本物か迷う場合は電話で直接確認する
(3) ウェブブラウザのアドレスバーに表示された URL のドメイン名部分が、
正しく表示されていることを確認する
(4)個人情報や信用情報を入力する際には、ウェブブラウザに鍵マークがあること
を確認する。ウェブブラウザが証明書に対して警告を出した場合は、入力を
取り止める
(5)初めて利用するウェブサイトは、鍵マークのあるウェブページで鍵マークより
証明書を表示し、運営者を確認する
フィッシング詐欺を発見した、あるいは被害にあった場合は、警察庁のフィッシング１１０番に連
絡してください。また、フィッシング対策協議会でも事例などの情報が確認できます。

参考資料
[60] 警察庁 「フィッシング１１０番」
http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm

[61] フィッシング対策協議会
http://www.antiphishing.jp/
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3.1.7 スパイウェアに注意する
スパイウェアの被害に遭うと、気付かないうちに上記の漏えいが起きてしまいます。以下に掲
げる対策を実施すると共に、安易にダウンロードしない等の注意を払い、被害に遭わないようご
注意ください。
(1)スパイウェア対策ソフトを利用し、定期的な定義ファイルの
更新およびスパイウェア検査を行う
(2)コンピュータを常に最新の状態にしておく
(3)怪しいサイトや不審なメールに注意する
(4)コンピュータのセキュリティを強化する
(5)万が一のために、必要なファイルのバックアップを取る
具体的なスパイウェアの被害事例や細かな対策方法については、参考に挙げたウェブサイト
などを参考にすることをおすすめします。

参考資料
[62] IPA 「スパイウェアによる被害の防止に向けた注意喚起」
http://www.ipa.go.jp/security/topics/170720_spyware.html

[63] IPA 「パソコンユーザのためのスパイウェア対策 5 箇条」
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/spyware5kajyou.html

[64] JNSA 「スパイウェア対策啓発ＷＧ」
http://www.jnsa.org/spyware/index.html

[65] マイクロソフト 「個人ユーザー向けセキュリティ : スパイウェア」
http://www.microsoft.com/japan/athome/security/spyware/default.mspx
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3.2 管理者の対策
3.2.1 総合的なセキュリティレベルを保つ
管理者の管理下にあるコンピュータやネットワークのセキュリティレベルを保つには、個々のク
ライアントやネットワークの構成要素のセキュリティを保つ以外にも、セキュリティポリシーを定め、
クライアントの管理方法や修正プログラムの適用手法、トラブルが発生した場合の対処法などを
定める必要があります。
インターネット上での攻撃方法は日々変化するため、ソフトウェアに脆弱性が発見される可能
性は時間の経過とともに高くなります。重要なサーバなどにセキュリティ検査を行い、危険ではな
いと判断してもそれはその時点での結果でしかありません。セキュリティポリシーの運用も実体に
あわせて修正する必要があります。
一過性のセキュリティ対策ではなく、セキュリティマネジメントとして PDCA(計画・実施・点検・
処置）の各サイクルに沿い、継続的にセキュリティ対策および運用を行い、セキュリティレベルを
保つことが重要です。
IPA では、企業のセキュリティ対策の取組状況を自己採点できるシステムを構築し、ウェブサ
イトで公開しました。詳細は、付録 E「情報セキュリティベンチマーク」を参照してください。

3.2.2 品質管理や保守作業と同様に、
セキュリティ対策の体制を確保する
通常、ネットワーク機器などには維持費がありますし、サーバやソフトウェアには保守費用が予
算として確保されます。しかし、世間でさかんにセキュリティについて言われていても「ウチに来る
わけがない」「脆弱性は見つかるはずがない」と当事者意識が無く、セキュリティ対策費用につい
ては計上されない場合が多いようです。
インターネット上での攻撃手法は日々変化しています。新しいソフトウェアやウェブサイトに対
する攻撃が見つかるだけではなく、今迄安全だとされていたソフトウェアやウェブサイトに対しても
攻撃が可能な新しい脆弱性が見つかることも年に数度程度あります。ネットワークを利用してい
る限り、セキュリティ対策の必要が無いソフトウェアやウェブサイトというのはありえません。
他のウェブサイトで新しい攻撃手法による被害事例が出た際、同じ被害を受けないためにも
自分のウェブサイトを見直すことも安全のためには必要です。その調査と修正のためには短期間
に多くのリソースが必要となります。このような緊急の際に必要な予算は、予備費をあらかじめ確
保しておかなければ間に合いません。あらかじめ、被害にあった時のリスクを想定して、予算に組
みいれておくことをおすすめします。
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3.3 開発者の対策
3.3.1 セキュリティはソフトウェアの必須機能と考える
ネットワークを利用する以上、製品もライブラリもウェブサイトも、セキュリティを意識する必要が
あります。
安全なソフトウェアを作る方法は、あらかじめ設計の段階からセキュリティを意識して進めるこ
とです。脆弱性が発見されてからの修正だけがセキュリティ対策ではありません。ソフトウェアに
必須の基本機能の一つとしてセキュリティを捉えるようにしてください。

3.3.2 安全なソフトウェアの作り方について学ぶ
安全なソフトウェアやウェブサイトを作成するためには、設計段階からきちんとセキュリティを
要求事項として盛り込む必要があります。
ウェブサイトにおいては類似の脆弱性が多数のウェブサイトで発見されています。開発者自身
がセキュリティを意識して開発する必要があります。脆弱性の多くはあたり前の処理をあたり前に
行わないことが原因となります。予定していた文字数以上の入力を受けいれればバッファオーバ
フローの脆弱性になります。
ここでは具体的な対策方法は説明しませんが、以下の資料を参考に、安全なソフトウェアの
作り方について是非学んでください。

参考資料
[66] IPA 「セキュア・プログラミング講座」
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programming/index_main.html

[67] IPA 「安全なウェブサイトの作り方」
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20060131_websecurity.html
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3.3.3 初期設定は安全優先で
製品を購入した利用者は初期設定のまま使いはじめます。大多数の利用者は大きな不満が
無い限り初期設定を使い続けようとします。そのため、初期設定段階での安全が重要となります。
例えばネットワークを利用する家電で、HTTP Proxy に類似した機能を利用する製品があり
ましたが、家庭内の LAN で利用することを想定し、初期設定でアクセス制限を行わない設定と
なっていました。そのため、ファイアウォールや、NAT 機能を持つルータを経由せずに直接イン
ターネットに接続した場合、外部の人間がインターネット越しに HTTP Proxy として製品を利用
でき、宣伝目的でのウェブサイトへの書き込みの踏台となってしまった事例がありました。
ネットワークを利用する家電の場合は、あらかじめアクセスできる機器を登録制にして制限し
たり、プライベートネットワークからしかアクセスできないように設定しておくことで、外部の人間に
不用意に利用される事態を防ぐことができます。
初期設定は利用者が長く使い続ける可能性が高い設定です。そのため、最初の段階で安全
な状態を保てるように設計し、誤操作や誤動作が起こってもフェイルセーフで安全側に倒れるよ
うにすることをおすすめします。
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3.3.4 脆弱性に対応した際は適切に公開する
ネットワークを利用する以上、製品もライブラリもウェブサイトも、セキュリティを意識する必要が
あります。
公開しているウェブサイトや、販売している製品に脆弱性があると報告を受けた場合、修正し
てそれで良しとしてはいけません。
一般に、ソフトウェアの修正で利用者に告知を出す場合には、最低限以下のような項目を含
む事が望ましいです。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

情報掲載年月日/情報更新年月日
どのような脆弱性があったのか、脆弱性の概要
脆弱性があった該当製品とバージョンの一覧
脆弱性が悪用された場合の影響
修正プログラムの入手方法
修正プログラム適用後のバージョン
修正プログラムを適用しない場合の、回避方法や影響の緩和方法
脆弱性による問題に関する問い合わせ先
(記載を許してもらえた場合は)報告者への謝辞
情報更新履歴

また、製品の脆弱性の場合、更新履歴への記載に埋もれてしまうのも好ましくありません。可能
ならば、利用者が脆弱性情報をチェックしやすいように、公開情報ごとに年間通し番号などの ID
をふって区別できるようにし、単独のウェブページとして公開するようにしてください。JVN で公開
する場合、単独のウェブページへのリンクが張ってあれば、利用者はその脆弱性の詳細情報を
知ることができます。
ウェブサイトの場合は、第三者や利用者に被害が発生した場合には、二次被害の防止、類似
事案の発生回避等の観点から可能な限り告知を出した方が良いでしょう。その場合は、脆弱性
を中心とした内容ではなく、利用者に対しどのような影響があったのか、対象となった機能や期
間はどのようなものなのかを中心に記述することが望ましいです。
●
●
●
●
●
●
●

情報掲載年月日/情報更新年月日
被害があったページや機能名
どの期間に利用した利用者が被害の対象となったのか
被害の内容
被害に関する問い合わせ先
(記載を許してもらえた場合は)報告者への謝辞
情報更新履歴
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3.3.5 ウェブサイトでCSRFの対策を行う
ウェブサイトにおける CSRF の脆弱性は、情報の登録や変更、購入処理などの本人の意思に
反して実行されると問題の生じる更新処理を伴う画面の直前で、下記の 3 点のいずれかの対処
を行うことで防ぐことができます。
(1) 処理を実行するページを POST メソッドでアクセスするようにし、その hidden パラメータに
秘密情報が挿入されるよう、前のページを自動生成して、実行ページではその値が正しい場合
のみ処理を実行するようにする。
このとき使用する秘密情報としては、セッション ID を使う方法のほか、ワンタイムキーを使う方法
などが考えられます。ワンタイムキーは安全な擬似乱数を用いて生成する必要があります。

(2) 処理を実行する直前のページで再度パスワードの入力を求め、実行ページでは、入力され
たパスワードが正しい場合のみ処理を実行するようにする。
(3) Referer が正しいリンク元かを確認し、正しい場合のみ処理を実行するようにする。
このとき、Referer が空のときは処理を実行しないようにしなくてはなりません。そのため、この対
法を採用すると、Referer を送信しない設定にしている利用者がサイトを利用できなくなってしまう
という不都合が生じます。
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まとめ
2005 年は、脆弱性を狙う愉快犯的な攻撃から、利用者を騙してインターネットバンキングを
狙うような金銭被害を誘発する攻撃が、実際に大規模に発生した年でした。
スパイウェアやボット、フィッシング詐欺など、インターネット利用者を対象とした攻撃も急激に
増加しています。これらの攻撃は次々と亜種や新手法が出現するため、ワクチンソフトなどだけ
では対応しきれなくなっています。
利用者は、ソフトウェアに修正プログラムを適用する等、基本的な対策を講じた上で、個人使
用のコンピュータに業務目的の重要情報を格納しない等、利用者自身が安全な行動を心掛け
ることが重要となります。
管理者はセキュリティポリシーを明確に定め、セキュリティマネジメントとして PDCA(計画・実
施・点検・処置）の各サイクルに沿い、継続的にセキュリティレベルを保つことが重要となります。
開発者はセキュリティはソフトウェアの必須機能と考え、安全なソフトウェアの作り方を学び、
設計時からセキュリティをソフトウェアに作りこむことが重要となります。
本資料を、今後のセキュリティ対策に役立てていただければ幸いです。
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付録 A

2005年の
コンピュータウイルス届出状況
2005 年 1 ～ 12 月のコンピュータウイルス届出状況をまとめました。

1. 届出件数
2005 年の年間届出件数は 54,174 件となり、前年(2004 年)の 52,151 件から同水準
での推移となりましたが、前年を超える史上最多の件数となりました。
ウイルス届出件数の年別推移

件数
6 0 ,0 0 0

5 4 ,1 7 4
5 2 ,1 5 1

Mytobが出現し、2ヶ月余りで70種類以上もの亜種が
登場

5 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

Netskyウイルスの亜種が次々に登場
セキュリティホールを悪用する亜種も出現

3 0 ,0 0 0
2 4 ,2 6 1
2 0 ,3 5 2
1 7 ,4 2 5

セキュリティホールを悪用するMSBlaster、Welchia
が出現し、猛威を振るう

2 0 ,0 0 0

1 1 ,1 0 9
1 0 ,0 0 0
14

57

1990

1991

2 5 3 8 9 7 1 ,1 2 7 6 6 8

755

1992

1996

2 ,3 9 1 2 ,0 3 5 3 ,6 4 5

0
※1 99 0年は4～1 2月

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

年

独立行 政法 人 情報 処理推 進機 構 セキ ュ リテ ィセン ター (I P A / I S EC)

実際にパソコンに感染した(実害があった)ケースは毎年減少する傾向にあり、2004 年には
1.2%、2005 年はわずか 0.4% にとどまりました。メールサーバへのウイルス対策ソフトの導入な
ど、セキュリティ対策への意識が向上している状況が伺えます。
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ウイルス届出件数推移
60,000
50,000

52,151

54,174

パソコンに感染する前に発見
したケース
パソコンに感染したケース

40,000
30,000

24,261

20,352
17,425

20,000
10,000
0

19.3％

2001

8.4％

7.0％

2002

2003

1.2％
2004

0.4％
2005

2.届出ウイルス
届出されたウイルスは 171 種類（2004 年 142 種類）で、そのうち 2005 年に初めて届出され
たウイルスは 51 種類（2004 年 53 種類）でした。
届出ウイルスのうち、検出数の多い順は上から、W32/Netsky、W32/Sober、W32/Mytob と
なっています。
なお、11 月に出現した W32/Sober の亜種は、わずか 2 ヶ月間で検出数 2 位（約 1,295 万
個）となりました。
ウイルス名称

検出数

届出件数

W32/Netsky

30,918,224

12,782

W32/Sober

12,955,209

1,240

W32/Mytob

5,152,918

5,123

W32/Bagle

658,663

4,060

W32/Lovgate

456,343

2,867

W32/Mydoom

390,344

4,149

W32/Zafi

358,266

2,000

W32/Bagz

122,283

1,865

W32/Klez

93,898

2,697

W32/Bugbear

10,325

1,438

その他のウイルス

203,985

15,953

51,320,458

54,174

合

計

備考：件数には亜種の届出を含む
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ウイルス別検出数推移（2005年1月～12月）
検出数
14,000,000

その他

12,000,000

W32/Klez

10,000,000

W32/Bagz

W32/Parite

W32/Zafi
8,000,000

W32/Mydoom

6,000,000

W32/Lovgate

4,000,000

W32/Bagle
W32/Mytob

2,000,000

W32/Sober

0

W32/Netsky
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

ウイルス別届出件数推移（2005年1月～12月）
件数
1,400

W32/Netsky

1,200

W32/Mytob
W32/Mydoom

1,000

W32/Bagle

800

W32/Lovgate

600

W32/Klez
W32/Zafi

400

W32/Bagz
200

W32/Bugbear
W32/Sober

0
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月
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9月 10月 11月 12月

付録 B

2005年のコンピュータ不正アクセス
届出状況
2005 年 1 月～ 12 月のコンピュータ不正アクセス届出状況をまとめました。

1. 届出件数
2005 年の年間届出件数は 515 件となり、2004 年の届出件数 594 件と比べて約 13％減少
しました。なお、下記グラフは、過去 9 年間に IPA セキュリティセンターが受け付けた届出件数
の推移を示したものです。
不正ア クセ ス届出件数推移(1 9 9 7 - 2 0 0 5 )

件数
700

550

619

594
515

600
500

407

400
300

143

200
100
0

46

55

25

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

2.届出種別
2005 年は 2004 年と比べて、侵入（前年比約 2.3 倍）や DoS（前年比 5.3 倍）の届出
が大幅に増加しました。また全体的に見ると、被害があった届出件数が大幅に増加しま
した(前年比約 2.4 倍)。
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2005年不正アクセス届出種別

その他
（被害なし）
1.4%
ワーム形跡
1.4%

侵入
19.0%

メール
不正中継
1.6%

届出種別

2005年

2004年

侵入

98

43

ワーム感染
1.6%

メール不正中継

8

3

ワーム感染

8

0

DoS
4.1%

DoS(サービス妨害)

21

4

アドレス詐称

6

11

その他（被害あり）

35

11

アクセス形跡（未遂）

325

515

ワーム形跡

7

7

その他（被害なし）

7

0

合計 （件） 515(176)

594(72)

アドレス詐称
1.2%
その他
（被害あり)
6.8%

アクセス形跡
(未遂)
63.1%

*1）「アクセス形跡（未遂）」はサーバーのログやファイアウォー
ルのログに不正アクセスの痕跡があったもの
*2）「ワーム形跡」はワームによるアクセスを検知したが、感染
の被害を受けなかったもの

網掛け部分は、被害があった届出種別を
示しています。

3.被害内容
届出のうち実際に被害があったケースにおける被害内容の分類です。被害内容件数は前年
比約 2.4 倍と、大幅に増加しました。ファイルの書き換え（プログラムの埋め込み含む）及びホー
ムページの改ざんによる被害届出が多く寄せられました。
被害内容 2005年

2005年不正アクセス被害内容

その他
33.0%

サーバダウ
ン
2.9%
メール中継
4.4%

ファイルの
書き換え
33.5%

不正アカウン
トの作成
1.9% ホームペー
ジ改ざん
パスワード
15.5%
ファイル盗用
0.5%

オープン
プロキシ
0.5%

サービス低
下
7.8%

2004年

メール中継

9

4

サーバーダウン

6

5

不正アカウントの作成

4

1

ホームページ改ざん

32

15

パスワードファイルの盗用

1

3

サービス低下

16

3

オープンプロキシ

1

2

ファイルの書き換え

69

21

その他

68

31

合計 （件） 206(※)

85(※)

※実被害届出 1 件に複数の被害内容が存
在するケースもあるため実被害届出件数合
計と一致していません。
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4.届出者の分類
届出者別の内訳は、個人からの届出割合が減少しましたが、依然として 73.0％と大多数を占
めています。ADSL や光ファイバー網など、個人や SOHO ユーザにおける常時接続環境の普
及に伴い、企業・個人ユーザを問わず無差別に攻撃対象になっていることが推測されます。

不正アクセス届出者別推移
一般法人
2005年

教育・研究機関
個人

13.6%

2004年 6.1%

2003年

90.1%

19.9%

0%

13.4%

73.0%

10%

3.9%

70.3%

20%

30%

40%

50%

9.8%

60%

70%

80%

90%

100%

5.被害原因
実際に被害があった届出を原因別分類に見ますと、ID・パスワード管理・設定の不備が 42
件（23.9％）、古いバージョン使用・パッチ未導入などが 28 件（15.9%）、設定不備が 14 件
（8.0%）、となっています。原因が不明なケースは 60 件（34.1%）もあり、不正アクセスの手口が
巧妙化するとともに原因究明が困難になっているということが推測されます。
2005年被害原因

被害原因 2005年
その他
(DoSなど)
18.2%

不明
34.1%

ID,パスワード
管理の不備
23.9%

設定不備
8.0%

古いバージョ
ン使用、パッ
チ未導入など
15.9%
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2004年

ID,パスワード管理の不備

42

9

古いバージョン使用、
パッチ未導入など

28

11

設定不備

14

9

不 明

60

25

その他（DoSなど）

32

18

合計 （件）

176
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6.対策情報
2005 年の特徴としては、SQL インジェクションなど Web アプリケーションの脆弱性を突かれ
たことによる被害が非常に多く発生したことが挙げられます。しかしながら、基本的なセキュリティ
対策を実施していれば、被害を免れていたと思われるケースが非常に多く見受けられます。一
度、原点に返り、システム管理者は以下の点を確認して総合的に対策を行いましょう。
●
●
●

ID やパスワードの厳重な管理及び設定
セキュリティホールの解消（パッチ適用不可の場合は、運用による回避策も含む）
ルータやファイアウォールなどの設定やアクセス制御設定

また、個人ユーザにおいても同様に以下の点に注意しましょう。
Windows Update や Office Update など､OS やアプリケーションソフトのアップ
デート
● パスワードの設定と管理（複雑化、定期的に変更、安易に他人に教えないなど）
● 無線 LAN や PC 共有についてのセキュリティ設定確認
●

システム管理者向け
「情報セキュリティ対策ベンチマーク」
http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/

「情報セキュリティ対策実践情報 システム管理者向けのページ」
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/administrator/administrator.html

「情報セキュリティ対策実践情報 SOHO（小規模サイト）向けのページ」
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/soho/soho.html

「セキュリティ対策セルフチェックシート」
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/checksheet.html

「脆弱性対策のチェックポイント」
ttp://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050623_websecurity.html

「消費者向け電子商取引サイトの運用における注意点」
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050304_ec_security.html

「コンピュータ不正アクセス被害防止対策集」
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/cm01.html

「他組織からの脆弱性情報」
http://www.ipa.go.jp/security/news/news.html

エンドユーザ・ホームユーザ向け
「情報セキュリティ対策実践情報 エンドユーザ・ホームユーザ向けのページ」
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/end-users/end-users.html

「コンピュータを守るために最低限必要なセキュリティ対策」（マイクロソフト社）
http://www.microsoft.com/japan/athome/security/protect/default.aspx
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付録 C

2005年のソフトウェア等の脆弱性関連
情報に関する届出状況
2005 年 1 月～ 12 月の脆弱性関連情報の届出状況をまとめました。

1. 届出件数
届出受付開始（2004 年 7 月 8 日）から 2005 年 12 月 31 日までの IPA への脆弱性関連情
報の届出件数累計は 568 件（ソフトウエア製品に関するもの 133 件、ウェブアプリケーションに
関するもの 435 件）です。なお、2005 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの届出件数は、396 件（ソ
フトウエア製品に関するもの 101 件、ウェブアプリケーションに関するもの 295 件）です。四半期
毎の届出状況を図 11 に示します。就業日 1 日当たりの届出件数は 1.5 件です。
120

500

就業日1日あたりの届出件数
2005/1Q

2005/2Q

1.44

1.42

100

2005/3Q 2005/4Q
1.57

435

450

1.58

379

400
350

80

四
半
期
ご
と 60
の
件
数

300

277

累
計

250 件

211

数

102

40

71

200
133

66
94

20

62

32

44
12

150
56

39

100
50

18

0

0
2005/1Q

2005/2Q

2005/3Q

ソフトウエア製品に関する届出
ソフトウエア製品に関する届出（累計）

2005/4Q

ウェブアプリケーションに関する届出
ウェブアプリケーションに関する届出（累計）

図 1‑1 脆弱性関連情報の四半期別届出件数の推移
届出件数は、実際にウェブフォームやメールで届出を受けた件数と同じではありません。
1つの届出に複数の脆弱性関連情報が含まれる場合は、その脆弱性の数だけ分割して計上しています。

(1) ソフトウエア製品の脆弱性
ソフトウエア製品の脆弱性関連情報の届出について、処理状況を図 12 に示します。
2005 年中に公表した脆弱性は、43 件（累計 54 件）です。また、製品開発者により「脆弱性で
はない」と判断されたものは 12 件（累計 15 件）、「不受理」としたものは 19 件（累計 23 件）ありま
した。「不受理」の届出についても、必要に応じて製品開発者に伝えています。
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（括弧内の数字は、2005年に「公表」、
「脆弱性でない」と判断されたもの等の件数）

14件
2004年
12月末

11

3

14

合計32件

4

40件
2005年
6月末

29

11

16

合計62件

6

取扱い終了：69件(55件)
公表済み

2005年
12月末

取扱い中
41

15 (12)

54 (43)

23 (19)

脆弱性ではない
0

20

40

60

合計
133件

不受理
80

100

120

140

公表済み： JVNで脆弱性への対応状況を公表したもの
脆弱性ではない： 製品開発者により脆弱性ではないと判断されたもの
取扱い中： 製品開発者が調査、対応中のもの
不受理 ： 告示で定める届出の対象に該当しないもの
図 1‑2 ソフトウエア製品 各時点における脆弱性関連情報の届出の処理状況

このほかに、製品開発者自身から脆弱性およびその対策情報の連絡を受け、公表したもの
が 5 件ありました。

(2) ウェブアプリケーションの脆弱性
ウェブアプリケーションの脆弱性関連情報の届出について、処理状況を図 13 に示します。
ウェブアプリケーションの脆弱性については、2005 年中に処理を終了したものは 233 件（累
計 292 件）でした。このうち、「修正完了」したものは 197 件（累計 234 件）、ウェブサイト運営者
により「脆弱性はない」と判断されたものは 26 件（累計 37 件）、脆弱性を「運用で回避」すると対
応されたものが 2 件（累計 8 件）、修正ではなく「当該ページを削除」することで対応されたものが
6 件（累計 13 件）ありました。「修正完了」したものうちの 47 件（累計 68 件）はウェブサイト運営者
からの依頼により IPA が修正を確認しました。
このほか、「不受理」としたものが 22 件（累計 26 件）ありました。「連絡不可能」の届出のうち、
13 件は修正されています。その中には、ウェブサイト運営者とは連絡が取れないためレンタル
サーバ会社と連絡を取り修正が確認できたサイト、脆弱箇所の記述が削除されていることが確
認できたサイトがあります。また、7 件は、当該ページ自体が削除されており、脆弱性がなくなって
いることを確認しています。メールや電話でウェブサイト運営者と連絡が取れない場合は、郵送
手段などでの連絡を試みています。
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（括弧内の数字は、2005年に「修正完了」、「脆
弱性ではない」と判断されたもの等の件数）

59件
2004年
12月末

37

11 47

51

合計140件

26 4

153件
2005年
6月末

124

16 4 9

85

合計 277件

27 12

修正確認 削除 未修正/
済み 1 3
7 不明1 1

取扱い終了：292件(233件)
2005年
12月末 内確認済68（47）

修正完了

234 (197)
脆弱性ではない

0

50

100

150

取扱い中
86

37
8 13
(26) (2)(6)

31

合計
26
435
(22)
件

運用で回避 当該ページを削除 連絡不可能 不受理

200

250

300

350

400

450

修正完了： ウェブサイト運営者により脆弱性が修正されたもの
脆弱性ではない： ウェブサイト運営者により脆弱性はないと判断されたもの
運用で回避： 修正はせず、運用により被害を回避しているもの
当該ページを削除： 修正ではなく当該ページを削除することで対応されたもの
確認済 ： 修正完了のうち、IPAが修正を確認したもの
取扱い中： ウェブサイト運営者が調査、対応中のもの
連絡不可能： ウェブサイト運営者と連絡が取れず、取扱いができないもの
不受理： 告示で定める届出の対象に該当しないもの

図 1‑3 ウェブアプリケーション 各時点における脆弱性関連情報の届出の処理状況

2. ソフトウエア製品の脆弱性関連情報の取扱い

(1) ソフトウエア製品の脆弱性情報
図 21 に、届出受付開始から 2005 年末までに IPA に届出られたソフトウエア製品の内訳を
示します。2005 年 Q3、Q4 は、オープンソースソフトウエアに関する届出が増加していました。
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それ以外

図 2‑1 ソフトウエア製品の脆弱性 内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）
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届出受付開始から 2005 年末までに IPA に届出られたソフトウエア製品に関する脆弱性関連
連情報 133 件のうち、不受理のものを除いた 110 件の製品種類別の内訳を図 22 に、原因別
の内訳を図 23 に、脅威別の内訳を図 24 に示します。
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ウェブブラウザ
ウェブアプリ構築関係
グループウェア
メールクライアントソフト
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携帯機器
ネーム・ディレクトリサーバ
その他
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24%
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※1件のものはその他に分類しています。
ウェブサーバ、プロキシサーバ、情報家電、ルータがあります
図 2‑2 ソフトウエア製品の脆弱性 種類別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）

図 22 から、IPA に届出があった脆弱性には、「ウェブブラウザ」「ウェブアプリ構築関係」など、
ウェブに関連する製品についての脆弱性が多くあります。パソコンなどのコンピュータ上で動くソ
フトウエアだけでなく、情報家電や携帯機器などに関するものも含まれています。

ウェブアプリケーションの脆弱性
16%

ファイルのパス名、内容のチェックの不備
36%

セキュリティコンテキストの適用の不備
証明書の検証に関する不備

15%

アクセス制御の不備
バッファのチェックの不備

2%
3%

仕様上の不備
5%
5%

その他 ウェブに関連する不備

11%
7%

その他 実装上の不備

図 2‑3 ソフトウエア製品の脆弱性 原因別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）
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2%
3%

2% 1%
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1%
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3%
4%
4%
5%
6%
12%
10%
10%

12%

任意のスクリプトの実行
情報の漏洩
なりすまし
サービス不能
認証情報の漏洩
アプリケーションの異常終了
任意のファイルへのアクセス
任意のコードの実行
任意のコマンドの実行
資源の枯渇
通信の不正中継
証明書の確認不能
セッション・ハイジャック
アクセス制限の回避
設定情報の漏洩

図 2‑4 ソフトウエア製品の脆弱性 脅威別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）

図 23 から、脆弱性の原因は「ウェブアプリケーションの脆弱性」が最多であり、図 24 から、
脅威についても「任意のスクリプト実行」が最多となっています。

(2)ソフトウエア製品の脆弱性情報の公表状況
脆弱性関連情報に対する製品開発者の対応状況は、IPA と JPCERT/CC が共同運営して
いる脆弱性対策情報ポータルサイト JP Vendor status Notes（JVN）において公表していま
す。

表 2‑1 脆弱性関連情報の提供元別 脆弱性公表件数

情報提供元

累計

①

国内の発見者からIPAに届出があったもの（1.（1）に記載）

54

②

製品開発者自身から自社製品の脆弱性、対策方法について連絡を受けた 5
もの

③

海外CSIRTから連絡を受けたもの

92

計

151
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届出受付開始から 2005 年 12 月末までの届出について、脆弱性関連情報の届出（表 21
の①）を受理してから製品開発者が対応状況を公表するまでに要した日数を図 25 に示しま
す。全体の 54％の届出が 50 日以内に公表されています。

14
12
10
8
6
4
2
0
10日

11日
～ 20日

21日
～ 30日

31日
～ 50日

51日
～ 100日

101日
～ 200日

200日
～ 300日

300日 ～

図2‑5 ソフトウエア製品の脆弱性 公表日数

3. ウェブアプリケーションの脆弱性関連情報の取扱い
(1) ウェブアプリケーションの脆弱性情報
届出受付開始から 2005 年末までに IPA に届出られたウェブアプリケーションの脆弱性関連
情報 435 件のうち、不受理のものを除いた 409 件の種類別内訳を図 31 に、脅威別内訳を図
32 に示します。
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HTTPレスポンス分割
アクセス制限の回避
価格等の改ざん
セッション管理の不備
ディレクトリ・トラバーサル
オープンプロキシ
セキュリティ設定の不適切な変更
メールの第三者中継
HTTPSの不適切な利用
クロスサイト・リクエスト・フォージェリ
初期パスワードの不備

4%

2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%

43%

6%
6%
18%

図 3‑1 ウェブアプリケーションの脆弱性種類別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）
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図 31 から、脆弱性の種類は、2005 年も「クロスサイト・スクリプティング」が最多でしたが、
「SQL インジェクション」が増加しています。
「SQL インジェクション」の届出の多くは、データベースのエラーメッセージが表示された
ページを発見したというものです。これまでに取扱いを終了した 46 件のうち、27 件は「SQL イ
ンジェクション」の問題が実際にあり修正したとの報告を受け、残りの 19 件はエラーメッセー
ジが表示されていただけで実際には SQL コマンドを挿入することはできず、「SQL インジェク
ション」の問題はなかったとの報告を受けました。

3%

2%

2% 0.5%

Cookie情報の漏洩

2%

データの改ざん、消去
26%

3%
3%
6%

本物サイト上への偽情報の表示
サーバ内ファイルの漏洩
個人情報の漏洩
ドメイン情報の挿入

7%

利用者のセキュリティレベルの低下
ウェブキャッシュ情報のすり替え
なりすまし
9%

踏み台
22%

メールシステムの不正利用
サーバ実装情報の漏洩

15%

図 3‑2 ウェブアプリケーションの脆弱性脅威別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで）

図 32 から、発見者が届出時に想定した脅威別では、「クロスサイト・スクリプティング」により
起こりうる「Cookie 情報の漏えい」が最多であり、「SQL インジェクション」により起こりうる「デー
タの改ざん、消去」、「DNS 情報の設定不備」により起こりうる「ドメイン情報の挿入」が増加し
ています。
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(2)ウェブアプリケーションの脆弱性の修正状況
届出受付開始から 2005 年 12 月末までの届出について、ウェブサイト運営者に脆弱性の詳
細情報を通知してから修正されるまでに要した日数を脆弱性の種類別に図 33 および図 34 に
示します。全体の 85％の届出が、100 日以内に修正されています。
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図 3‑4 ウェブアプリケーションの脆弱性別 修正に要した日数

付録 C 中の脆弱性に関する詳細は、付表 C1 をごらんください。
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付表C1 ソフトウエア製品 脆弱性の原因分類

脆弱性の原因

届出において
想定された脅威

説明

アクセス制御の不備 アクセス制御を行うべき個所において、アク
セス制御が欠如している
1

設定情報の漏えい
通信の不正中継
任意のスクリプトの実行
認証情報の漏えい

ウェブアプリケーショ ウェブアプリケーションに対し、入力された情 価格等の改ざん
ンの脆弱性
報のチェックや内容の解釈、認証情報の取 サービス不能
扱いに問題がある。「クロスサイト・スクリプ 資源の枯渇
ティング」攻撃や「SQL インジェクション」攻
情報の漏えい
撃などに利用されてしまう
セッション・ハイジャック
通信の不正中継
なりすまし
任意のコードの実行
任意のコマンドの実行
任意のスクリプトの実行
認証情報の漏えい

2

仕様上の不備

RFC 等の公開された規格に準拠して、設
計、実装した結果、問題が生じるもの。プロト
サービス不能
コル上の不備がある場合、ここに含まれる
資源の枯渇

証明書の検証に関
する不備

ウェブブラウザやメールクライアントソフトに
証明書を検証する機能が実装されていな
い、または、検証が正しく行われずに、偽の
証明書を受けいれてしまう

3

4

5

6

セキュリティコンテキ 本来、厳しい制限のあるセキュリティコンテ
ストの適用の不備
キストで取り扱うべき処理を、緩い制限のセ
キュリティコンテキストで処理してしまう

情報の漏えい
任意のコードの実行
任意のスクリプトの実行

バッファのチェックの 想定外の長さの入力が行われた場合に、長
不備
さをチェックせずバッファに入力してしまう。
「バッファオーバフロー」攻撃に利用されてし サービス不能
任意のコードの実行
まう。
ファイルのパス名、
内容のチェックの不
備

7

なりすまし

処理の際のパラメータとして指定されている
ディレクトリ名やファイル名、ファイルの内容
をチェックしていない。任意のディレクトリの
ファイルを指定できてしまい、「ディレクトリ・ト
ラバーサル」攻撃に利用されてしまう。また、
破損したファイルや不正に書き換えられた
ファイルを処理した際に不具合が生じる
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アプリケーションの異常
終了
サービス不能
資源の枯渇
任意のスクリプトの実行
任意のファイルへのアク
セス
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付表C2 ウェブアプリケーション脆弱性の分類

脆弱性の種類

届出において
想定された脅威

深刻度 説明

高

サーバ内ファイルの漏え
一般に公開すべきでないファイルが公開されて
い
おり、自由に閲覧できる状態になっている
個人情報の漏えい

2

パス名パラメータの
未チェック

高

ユーザからの入力を処理する際のパラメータと
して指定されているファイル名を、ユーザが変更 サーバ内ファイルの漏え
し、ウェブサーバ上の任意のディレクトリのファ い
イルを指定できてしまう

3

ディレクトリ･トラバー
サル

高

ウェブサーバ上のディレクトリのアクセス権を超
サーバ内ファイルの漏え
えて、本来許可されている範囲外のディレクトリ
い
にアクセスできる

1

ファイルの誤った公開

4

セッション管理の不備

高

セッション管理に、推測可能な情報を使用して
個人情報の漏えい
いるため、他のユーザの情報が容易に推測で
権限の無い者によるサー
き、他のユーザになりすまして、サービスを利用
ビス利用
することができる

5

SQL コマンド・
インジェクション

高

入力フォームへ SQL コマンド（データベースへ サーバ内ファイルの漏え
の命令）を入力し、データベース内の情報の閲 い
覧、更新、削除などができる
データの改ざん、消去

6

SSI インジェクション

高

入力フォームなどへ悪意のある SSI コマンドを
サーバ内ファイルの漏え
入力し、ウェブサーバ上でのOSコマンドの実行
い
や、非公開のファイルの表示ができる

7

DNS 情報の設定不備

高

DNS サーバに不適切な情報が登録されている
ため、第三者がそのドメイン名の持ち主である ドメイン情報の挿入
かのようにふるまえてしまう

8

アクセス制限の回避

中

本来設けられているアクセス制御機能による制
利用者のセキュリティレベ
限を回避し、制限により行えないはずの活動が
ルの低下
できてしまう

中

外部の第三者により、他のサーバへのアクセス
を中継するサーバとして利用され、不正アクセ
踏み台
スなどの際にアクセス元を隠すための踏み台に
されてしまう

中

ユーザの Cookie情報を知らないうちに転送さ
Cookie 情報の漏えい
せたり、偽の情報を表示させたりするような罠の
本物サイト上への偽情報
リンクをユーザにクリックさせ、個人情報等を盗
の表示
むことができる

中

ユーザを罠のページに誘導することで、そのユー
ザが登録済みのサイトにひそかにアクセスさせ、
データの改ざん、消去
登録情報の変更や商品の購入をさせることが
できる

中

攻撃者がユーザに対し、悪意のある要求をウェ
ブサーバに送信するように仕向けることで、ウェ ウェブキャッシュ情報のす
ブサーバからの応答を分割させて応答内容をす り替え
り替え、ユーザに対して偽のページを表示させ
ることができる

中

ユーザに対し、ソフトウエアをインストールさせ
たり、ブラウザのセキュリティレベルを下げるよ 利用者のセキュリティレベ
う指示することでクライアント PCのセキュリティ ルの低下
設定を低下させる

9

オープンプロキシ

クロスサイト･
10
スクリプティング

クロスサイト・リクエスト・
11
フォージェリ

13 HTTP レスポンス分割

セキュリティ設定の
14
不適切な変更
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低

他人のメールサーバを用いることで、自分の身
第三者への DoS 攻撃
元を隠してメールを送信することができる

低

認証に使用するために、管理者が発行したユー
ザ ID や初期パスワードが、単純であり推測が
個人情報の漏えい
容易である、または、パスワードそのものを使用
していない

17 不適切なエラー処理

低

表示されるエラーの内容に、一般ユーザには不
要な情報が含まれているため、ウェブサイトの
サーバ実装情報の開示
実装の詳細や、ファイルやユーザの有無がわか
る

18 価格等の改ざん

低

ショッピングサイトにおいて、価格情報等が利用
データの改ざん
者側で書き換えられる

低

HTTPS による暗号化をしているが、ユーザへ
の説明に間違いがある、または、ウェブサイトの なりすまし
設計上、ユーザから証明書が確認できない

15 メールの第三者中継

16 初期パスワードの不備

19

HTTPS の 不 適 切 な
利用

API
CGI
HTTP
HTTPS
ISAKMP
SQL
SSI
SSL
TCP
URI
URL

Application Program Interface
Common Gateway Interface
HyperText Transfer Protocol
Hypertext Transfer Protocol Security
Internet Security Association Key Management Protocol
Structured Query Language
Server Side Include
Secure Socket Layer
Transmission Control Protocol
Uniform Resource Identifier
Uniform Resource Locator
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Winnyによる情報漏えいを防止するために
－ 漏れているのは、官公庁や大企業の情報だけではない －

I．Winnyネットワークを介して感染するウイルス
(W32/Antinny)の特徴
官公庁や大企業の取り扱う個人情報や機密情報等が職員等の私有または私用パソコン(以
下「私有パソコン」という。)から漏えいする事件が、毎日のようにニュースに取り上げられています。
報道によると、漏えいした情報の種類こそ違いますが、ほとんどの事件に共通している点は、職
員がファイル交換ソフト(注 1) Winny を導入（インストール）した私有パソコンに、官公庁や企業
等で取り扱う個人情報や機密情報等をコピーし、使用していたところ、ウイルス（W32/Antinny）
に感染し、情報漏えいしたという点です。
(注 1)インターネットを利用して、不特定多数のユーザ間でファイルを交換できるソフトウェア。

Winny 経由で情報が漏えいする仕組みを、図 D1.1 に示します。

図D1.1 Winny経由で情報が漏えいする仕組み

ウイルス（W32/Antinny）に感染すると、パソコン内の送受信メールや Word や Excel 等の
データファイルが、パソコン内の公開フォルダにコピーされてしまいます。公開フォルダにコピーさ
れたファイルは、世界中の Winny 利用者が入手できる状態になったということです。
図 D1.1 に示すように、インターネット（Winny のネットワーク）に流出したデータは、不特定多
数の Winny 利用者が保有することになり、回収することは不可能です。
このため、情報漏えいを未然に防ぐことがとても重要です。
なお、中小企業や個人事業者、一般の個人ユーザの情報漏えいがニュースに取り上げられな
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ないのは、漏えいした情報がどこからのものか特定できない、重要ではないと考えられたなど
ニュース性が低いため報道機関が取り上げなかっただけと考えられ、 情報漏えいがないというこ
とではありません。
情報漏えい問題は、他人事と考えずに、自分に当てはめて考えていただくことが重要です。
公表された Winny 経由での情報漏えい事件には、次のような原因と対策が挙げられます。
◆ 予算の関係でパソコンの割り当てが不足していて、私有パソコンを使っていた。
→ 私有パソコンを使わないように再徹底する。
◆ 情報を持ち出さないようルールはあったが、徹底されていなかった。
→ ルールを再徹底し、チェックを強化する。
◆ ウイルスに感染していることに気づいていなかった。
→ ウイルス対策の重要性を再徹底する。
貴方には当てはまりませんか？！

II．具体的な対策・その1：予防策
Winny からの情報漏えいを防ぐには、次のような対策が考えられ、それらを組み合わせて実
施することが有効と考えられます。
(1) 漏えいして困る情報を取り扱うパソコンには、Winny を導入しない。
(2) 職場のパソコンに許可無くソフトウェアを導入しない、または、できないようにす
る。
(3) 職場のパソコンを外部に持ち出さない。
(4) 職場のネットワークに、私有パソコンを接続しない、または、できないようにする。
(5) 自宅に仕事を持って帰らなくて済むよう作業量を適切に管理する。
(6) 職場のパソコンから USB メモリや CD 等の媒体に情報をコピーしない、またはで
きないようにする。
(7) 漏えいして困る情報を許可無くメールで送らない、または、送れないようにする。
(8) ウイルス対策ソフトを導入し、最新のウイルス定義ファイルで常に監視する。
(9) 不審なファイルは開かない。
パソコンの管理者や利用者が自ら実施できる対策もあれば、上司が行うべき対策もあります。
また、職場のルールを変えたり、ネットワークシステムや設備の変更を伴う対策もあります。 どの
対策を組み合わせるかは、簡単なもの、効果がありそうなものというような単純な選択ではなく、取
り扱う情報と漏えい時の影響、導入コスト等を考慮し総合的に検討することが重要です。
官公庁や企業等においては、個人情報や機密情報等の情報漏えいを防ぐためにどのような
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対策を行うべきか、 管理的対策と技術的対策について具体的にまとめてみます。 次にあげる対
策のポイントを参照し、あらためて情報の扱いについて確認し、トラブルの発生を未然に防ぐよう
対処してください。

1.管理的対策のポイント（パソコン利用のルールを作って運用）
(1)ファイル交換ソフトの使用条件を定めておく
組織(委託先を含む)で業務に用いるパソコンについては、ファイル交換ソフトの使用条件を定
めておくことが重要です。
パソコン内の情報が漏えいする危険性を考慮すると、個人情報や機密情報等が保存されて
いるパソコンではファイル交換ソフトの使用は控えるべきです。
(a)業務に必要ということでファイル交換ソフトを使用しているパソコンはないか？
業務に無関係な目的で導入しているソフトウェアは削除すべきです。
(b)ファイル交換ソフトの使用を許可したパソコンに許可した範囲以外のファイルが保存さ
れていないか？
使用が許可される場合であっても、個人情報や機密情報等が保存されているパソコン
へインストールするべきではありません。 ウイルス感染や誤操作により、公開用フォルダ以
外の場所に格納されている個人情報や機密情報等が外部に流出してしまう危険性があり
ます。
(c)ファイル交換ソフトの管理は充分に行っているか？
定められた使用方法、使用条件に適合しているか、常に管理する必要があります。
(2)私有パソコンの利用条件を定めておく
私有パソコンは、組織として管理することが難しく、業務で使用することは望ましいとは言えま
せん。更に、私有パソコンで個人情報や機密情報等を取り扱わせることは、きわめて危険で避け
るべきです。しかし、やむをえず私有パソコンを業務に使用する場合は、管理について定めてお
くことが重要です。
(a)私有パソコンを職場に持ち込んで使用したり、職場のネットワークに接続することについ
てのルールを定めているか？
業務に無関係な目的で使用すべきではありません。
(b)私有パソコンを利用することを許可制にしているか？
扱う情報の範囲や期間などを明確にして許可する必要があります。
その私有パソコンに許可された利用範囲を、管理者が確認できるようにすべきです。
私有パソコンの許可は自動延長ではなく、定期的に再審査すべきです。
(c)私有パソコンを職場から持ち出す場合のチェックは十分か？
個人情報や機密情報等を取り扱う私有パソコンを職場から持ち出すことは、パソコン内
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の情報が漏えいする危険性が高く、許可するべきではありません。 相応の理由で持ち出
す場合は、個人情報や機密情報等が内在していないかをチェックし、職場外での利用形
態や窃盗や紛失でも情報漏えい対策（暗号化等）が十分であるかチェックする仕組みが
必要です。
(3)個人情報や機密情報等の外部への持ち出しについてのルールを定めておく
個人情報や機密情報等を含む業務情報を記録媒体などにコピーして外部に持ち出すこと
は、外部のパソコンからの情報漏えいや記録媒体の紛失などのリスクがあり、厳に避けるべきで
す。 しかし、やむをえず持ち出す場合には、次のような厳重な管理をすることが重要です。
(a)個人情報や機密情報等を含む業務情報を記録媒体などにコピーして外部に持ち出
すことについてルールはあるか？
手続きが煩雑なために手続きをしないことが起きては意味がありません。
また、形式的な手続きで、不要な持ち出しが許可されないよう注意する必要がありま
す。ルールの運用にあたっては、職場外で作業するために持ち出すことを十分確認してく
ださい。
(b)持ち出しが認められた情報以外の情報が含まれていないか？
記憶媒体などにコピーされた業務情報の中に、許可された情報以外の情報が含まれ
ていないか確認することも重要です。 簡単に情報を確認できるように、ファイル名のつけ
方のルールや、ファイル名等から検索できるデータベースの整備が有効です。
(c)記憶媒体などにコピーされて外部に持ち出された個人情報や機密情報等を管理でき
るか？
外部に持ち出した記憶媒体を取り扱う外部のパソコンがウイルス等に感染していて情
報漏えいすることがないようにすることが重要です。
このため、外部のパソコンを利用して当該業務情報を取り扱った後、外部のパソコン等
に当該業務情報が残らないようにする手順を定める必要があります。
実際の事件において、 数年前に個人情報や機密情報等を取り扱った私有パソコンの
該当ファイルは削除したはずと思いこんでいたパソコンに Winny をインストールしたことに
より、削除したはずのファイルが漏えいするという事例がありました。
(4)職場におけるクライアントパソコンのウイルス対策状況を把握しておく
サーバーを介さずに P2P(注 2)により外部と接続することが可能なクライアントパソコン
は、サーバーの段階でウイルスチェックがされていても、クライアントパソコンにウイルス対
策ソフトを導入していなければ感染被害に遭ってしまいます。
新種や亜種のウイルスに対応するために、ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更
新を定期的行うことが肝要です。
(注 2)P2P(Peer to Peer) 不特定多数の個人間で、サーバーを介さずに、直接データのやり取りを行うインターネットの利
用形態。
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(5)職員へウイルス対策の重要性を再認識させる
ニュースに取り上げられている Winny 経由での情報漏えい事件のほとんどは、私有の
パソコンを業務に使うことにより被害が起きていることから、職員に対するウイルス対策の
重要性の教育を繰り返し行うことが重要です。
(a)Winny による情報漏えい事件の主な発生要因を十分理解させる
(i) 自分で、自分のパソコンに Winny を導入（インストール）した。
(ii) 自分で、ウイルス（W32/Antinny）と知らずにクリックしてしまい、自分のパソコンに
感染した。
(iii) 自分で、自分のパソコンに個人情報や機密情報等をコピーする。
但し、家族でパソコンを共用している場合は、(i)と(ii)は、家族かもしれません。
(b)自分は大丈夫だ、自分には関係ないということは間違いであることの意識改革をさせる
ニュースに取り上げられている事件の関係者の多くが、自分は大丈夫だとの意識でし
た。
自分が扱っている個人情報や機密情報等が漏えいした場合や、ルールがあってもそれ
を守らない人がいれば、大きな被害をもたらすことを認識させることが大切です。
(c)セキュリティ対策製品やサービスも完全ではないことを理解させる
ウイルス対策製品やサービスを使用したり利用していても、必ずしもすべてのウイルスを
防ぐことはできません。

2.技術的対策のポイント
以下の技術的対策は、オペレーティングシステム(OS)の機能として提供されるものと、ツール
を導入して運用するものがあります。
(1)重要情報はアクセス制限を設ける
(a)WindowsXP/2000/NT 等の NTFS(New Technology File System)というファイル管理
システムがあります。これを使ってハードディスクのファイルを管理している場合、特定の
ファイルやフォルダに対して、ログインアカウント毎に、アクセス権限を設定することができ
ます。
(b)MS-Word や EXCEL のようなアプリケーションプログラムにおいても、「ファイル」->「ア
クセス許可」メニューから当該ファイルのアクセス権を設定することが可能です。
(c)市販またはフリーソフトウェアにも、独自の方式により、アクセス制限を設定できるものが
あります。
(2)重要な情報はコピー制限を設ける
(a)市販またはフリーソフトウェアにより、コピー制限を設定できるものがあります。
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(3)重要な情報は暗号化しておく
(a)WindowsXP/2000/NT 等の NTFS というファイル管理システムを使ってハードディスク
のファイルを管理している場合、まず特定のフォルダを暗号化フォルダと指定します。その
暗号フォルダに他のファイルを移動すると、移動したファイルが暗号化され、移動を行った
本人だけが開くことができるようになります。
(b)MS-Word や EXCEL のようなアプリケーションプログラムにおいては、「ツール」->「オプ
ション」メニューの「セキュリティ」タグから、当該ファイルのパスワードを設定することが可
能で、保存したファイルは自動的に暗号化されます。
(c)市販またはフリーソフトウェアを使い、ファイルを暗号化できます。
(4)USB メモリ、CD-R、FD の利用制限を設ける
(a)市販またはフリーソフトウェアにより、外部記録媒体へのアクセス制限を設定できるもの
があります。
(5)私有パソコンの企業内ネットワーク接続に制限を設ける
(a)ネットワーク管理ソフトにより、未登録のパソコンを企業内ネットワークに接続させない制
限を設定できるものがあります。

III.具体的な対策・その2：対処方法
1.ウイルス（W32/Antinny）の感染を確認する方法
(1)セキュリティベンダのウイルス対策ソフトによるスキャン(検査)
市販またはフリーソフトウェアのウイルス対策製品を利用し、パソコン内にウイルスがあるかス
キャンします。
主なワクチンベンダーの Web サイト等一覧
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/vender.html

また、いくつかのセキュリティベンダーは、ウイルススキャンを無料で行えるオンラインサービス
を提供しています。
シマンテック セキュリティチェック
http://www.symantec.com/region/jp/securitycheck/

トレンドマイクロ オンラインスキャン
http://www.trendmicro.co.jp/hcall/

マカフィー フリースキャン
http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/freescan.asp
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(2)マイクロソフト社の「悪意のあるソフトウェアの削除ツール」を使い、ウイルスの検索と駆除を
行うことができます。
Microsoft 社 - 悪意のあるソフトウェアの削除ツール
http://www.microsoft.com/japan/security/malwareremove/

2.ウイルス（W32/Antinny）により情報漏えいしていることが発覚した場合
の対応
(1) 当該パソコンをネットワークから切り離す
(2) Winny を削除する前に、漏えいしたファイルを特定する
(3) 以後の調査のために、漏えいしたファイルを CD や DVD 等の記憶媒体にコピーす
る
(4) 漏えいしたファイルの中の個人情報、機密情報を特定する
(5) 官公庁や企業等組織の情報ファイルである場合は、当該組織に速やかに報告す
る
(6) ウイルス対策ソフトでスキャンし、感染した原因を特定する(Antinny 亜種の特
定)
(7) 当該パソコン上で保存すべきデータをバックアップする
(8) ウイルスを駆除する、または、パソコンをリカバリする（初期状態へ戻す）
(9) IPA に、ウイルス被害を届出る

3.留意事項
(1)以上の Winny 対策は、主として職場における対策です。
職場の個人情報や機密情報等を自宅のパソコンにコピーしなければ情報漏えいしないという
ことではありません。
家族や友人の個人情報が漏えいする可能性は同じです。Winny を導入したパソコンには、
情報漏えいのリスクがあり、ウイルス対策が必要です。
(2)Winny を使っていなければ情報漏えいしないということではありません。例えば、2006 年 2
月下旬に発見された通称「山田オルタナティブウイルス」は、Web サーバ機能を内蔵しており、
感染したパソコンの内容を Web サイトという形式でインターネットから参照できるようにした後、そ
のパソコンへのリンクを掲示板サイト「2 ちゃんねる」に貼り付けることで情報漏えいを行います。
このように、Winny に感染するウイルス（W32/Antinny）以外にも情報漏えいするウイルスが
出現していますので、ウイルス対策を行うことが情報漏えいを防止するために大変重要です。
パソコン・ユーザのためのウイルス対策 7 箇条
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/7kajonew.html
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情報セキュリティ対策ベンチマーク
情報セキュリティガバナンス＊を確立するためには、一義的には企業における自主的な取組
みが期待されていますが、実際には「IT 事故発生のリスクが明確ではなく、適正な情報セキュリ
ティ投資の判断が困難」、「既存の情報セキュリティ対策・取組みが企業価値に直結していな
い」、「事業継続性確保の必要性が十分に認識されていない」といった問題点があるため、その
ような取組みが進んでいないのが実情です。こうした問題点を克服し、情報セキュリティガバナン
スの確立を促進するための施策ツールとして、経済産業省商務情報政策局長の私的研究会
「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」報告書（平成 17 年 3 月）
において施策ツール、情報セキュリティ対策ベンチマーク が提示されました。
＊ 社会的責任にも配慮したコーポレート・ガバナンスと、それを支えるメカニズムである内部統制の仕組みを、情報セキュリティ
の観点から企業内に構築・運用すること。

上記を踏まえ、IPA では、企業のセキュリティ対策の取組状況を自己採点できるシステムを
構築し、IPA の Web サイト上に公開しました。

情報セキュリティ対策ベンチマークシステムとは？
情報セキュリティ対策ベンチマークシステムとは、自社のセキュリティ対策の取組状況（25 項
目）と企業プロフィール（15 項目）を回答することにより、他社と比較して、セキュリティ対策の取
組状況がどのレベルに位置しているかを確認できるセルフチェックシステムです。本システムで
は、推奨される取組事例も提示しますので、今後のセキュリティ対策を実施する上で役立ちま
す。自社のセキュリティ対策の確認、向上にご利用ください。（設問は 40 問。通常 30 分ほどで診
断ができます。）
情報セキュリティ対策ベンチマークシステム
https://isec.ipa.go.jp/benchmark-new/

特に、このようなことでお困りの方のお役に立ちます。
●

セキュリティ対策をしたいが、何から手を付ければいいのだろう・・・。

●

自社のセキュリティ対策が十分か確認してみたいのだが・・・。

●

自社でまだ取り組んでいない対策には何があるのだろうか・・・。

●

セキュリティ対策予算を増やしたいが、上司を説得するいい資料が作れない
か・・・。
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診断結果の例
レーダーチャートでは、回答いた
だいた企業のスコアと「望まれる水
準」（上位１/３の企業の平均値を目
標とすべき水準として設定したも
の）、および全企業の｢平均値｣を
表示します。
この例では、不正ソフトウェア対
策や物理的対策等、技術的対策
は非常に進んでいますが、従業員
への教育など人的対策が不足して
いる傾向がわかります。

分布図では、回答いただいた企
業のスコアと情報セキュリティリス
ク指標（インターネットへの依存度
や個人情報の保有数から算出）に
より、ご利用いただいた企業がどの
グループに位置付けられるかを表
示します。
この例では、高水準のセキュリ
ティレベルが要求されるグループに
分類され、その中ではセキュリティ
対策レベルが中間にあることがわ
かります。

関連資料
企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sec_gov-TopPage.html

企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会報告書の取りまとめ・公表について （経済産業省
商務情報政策局情報セキュリティ政策室）
http://www.meti.go.jp/press/20050331004/20050331004.html
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用語集
(1)クロスサイトスクリプティング/
Cross-Site Scripting/XSS

(6)ファーミング/Pharming
フィッシング詐欺の一種で、利用者のコンピュータ
にある hosts ファイルが書きかえられたり、DNS サー
バが乗っ取られることで、正しいはずの URL にアクセ
スしても悪意あるサイトへと誘導されてしまう。

ウェブアプリケーションの中には、検索のキーワード
や個人情報登録時の確認画面、掲示板、ウェブのロ
グ統計画面など、利用者からの入力内容や HTTP
ヘッダの情報を処理し、ウェブページとして出力する
ものがある。ここで、ウェブページへの出力処理に問
題がある場合、スクリプトを混入したウェブページの生
成につながる恐れがある。この問題を悪用した攻撃
手法の一つに、「クロスサイト・スクリプティング」があ
る。クロスサイト・スクリプティングの影響は、ウェブサイ
ト自身ではなく、そのウェブサイトのページを閲覧して
いる利用者におよぶ。

(7)ボット/Bot
メールや不正アクセスなどの様々な手段によりネッ
トワーク経由で感染し、外部からの指令に従って一斉
に他者への攻撃を開始する、不正なプログラムの一
種。感染に成功してコンピュータへ侵入したボットは、
ボットネット(botnet)と呼ばれる独自のネットワークに
自動的に参加しようとする。

(2)クロスサイト・リクエスト・フォージェ
リ/Cross-Site Request Forgeries/
CSRF

(8)ルートキット/rootkit
コンピュータに侵入した攻撃者がしかける、攻撃
ツールをまとめた「武器庫」やそれを隠蔽する手段を
パッケージ化したツール。管理者や他のユーザから
「武器庫」の位置や攻撃者が利用中のプロセスや
ファイルが見えないようにする機能が含まれている。

「投稿」や「削除」といったウェブサイトで提供される
機能を直接利用する URL のリンクを罠として仕掛け
ることで、利用者が意図しない機能を実行させられて
しまう問題。利用者自身に機能を実行させるよう強制
することで、ログインしなければ利用できないはずの
管理用の機能も利用されてしまう。

(9)修正プログラム
本文中では脆弱性を修正するプログラムを示す。
ホットフィックスやパッチ、アップデートなどベンダによ
り名前は違う。ベンダによっては修正プログラムを一
度に適用できるように、サービスパックなど別の名前
で出すこともある。

(3)スパイウェア/Spyware
利用者や管理者の意図に反してインストールされ、
利用者の個人情報やアクセス履歴などの情報を収
集するプログラム。キーボードで入力された文字を記
録するキーロガー機能を持つものもある。

(10)ARJ
複数のファイルをまとめて圧縮/展開するための、
ファイル圧縮形式の一つ。

(4)脆弱性/Vulnerability
ソフトウエア製品やウェブアプリケーション等にお
けるセキュリティ上の問題箇所。コンピュータ不正ア
クセスやコンピュータウイルス等により、この問題の箇
所が攻撃されることで、そのソフトウエア製品やウェブ
アプリケーションの本来の機能や性能を損なう原因と
なり得るもの。

(11)DCOM/Distributed Component
Object Model
Microsoft Windows で、ネットワークを介して
COM オブジェクト同士が通信を行う、分散オブジェ
クト技術の仕様。

(5)フィッシング詐欺/Phishing
「銀行からのお知らせメール」などと嘘をついて偽
のウェブサイトに誘導し、口座番号やパスワードを盗
む詐欺の手法。
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(12)DMZ/DeMilitarized Zone

(19)RPCSS/RPC(Remote Procedure
Call) Subsystem Service

ファイアウォールで区切られて、外部ネットワークと
内部ネットワークの中間に置かれるセグメント。内部
ネットワークからアクセスしたいが、外部にも公開した
いウェブサーバやメールサーバなどが置かれる。

Microsoft Windows で、ネットワークを介して処理
を実行するためのサービス。

(20)SQL インジェクシ ョン/SQL
(Structured Query Language) Injection

(13)ICQ
インターネットを介してユーザ間でメッセージやファ
イルをやりとりできる、インスタントメッセンジャー製品
の一つ。

データベースと連携したウェブアプリケーションの
多くは、利用者からの入力情報を基にデータベース
への命令文を組み立てる。ここで、命令文の組み立て
方法に問題がある場合、攻撃によってデータベース
の不正利用をまねく可能性がある。この問題を悪用し
た攻撃手法は、一般に「SQL インジェクション」と呼
ばれている。

(14)JPEG
画像データを圧縮してファイルに保存するための
方式の一つ。主に非可逆圧縮が使われるため、可逆
圧縮方式に比べてファイルサイズが小さくなる利点が
ある。

(21)UPX
(15)JView

実行ファイルを圧縮するための、ファイル圧縮形式
の一つ。普通の圧縮プログラムと違い、圧縮したファ
イルをそのまま実行できる。

Microsoft Java Virtual Machine(MSJVM) の
実行コマンド。

(16)LHA
国産の、複数のファイルをまとめて圧縮/展開する
ための、ファイル圧縮形式の一つ。

(17)LSASS/LSA(Local Security
Authority) Subsystem Service
サーバやクライアントのセキュリティの管理や認証
処理を行うサービス。

(18)P2P/Peer-to-Peer
ネットワークの構成の一つで、直接通信をする隣り
あったコンピュータ同士が集まることによる、サーバや
クライアントといった区別を持たないネットワーク。電
話やファイル交換のソフトウェアなどで利用されてい
る。
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（JPCERT/CC）

田原 美緒 独立行政法人 情報処理推進機構
若居 和直 独立行政法人 情報処理推進機構

平原 伸昭 トレンドマイクロ株式会社
門林 雄基 奈良先端科学技術大学院大学
渡邊 宏 日本エフ・セキュア株式会社
宮地 利雄 日本電気 株式会社
安田 直義 ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会
(JNSA)
西村 高志 社団法人日本パーソナルコンピュータソ
フトウェア協会(JPSA)
鈴木 啓紹 社団法人日本パーソナルコンピュータソ
フトウェア協会(JPSA)
田山 晴康 株式会社 日立製作所
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情報セキュリティに関する届出について
IPA セキュリティセンターでは、経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス・不正ア
クセス・脆弱性関連情報に関する発見・被害の届出を受け付けています。
ウェブフォームやメールで届出ができます。詳しくは下記のサイトを御覧ください。

URL: http://www.ipa.go.jp/security/todoke/

コンピュータウイルス情報

不正アクセス情報

コンピュ ータ ウイル スを発見、また はコン
ピュータウイルスに感染した場合に届け出てく
ださい。

ネットワーク（インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、パソ
コン通信など）に接続されたコンピュータへの不
正アクセスによる被害を受けた場合に届け出て
ください。

ソフトウエア製品脆弱性関連情報

ウェブアプリケーション脆弱性関連情報

OSやブラウザ等のクライアント上のソフトウ
エア、ウェブサーバ等のサーバ上のソフトウエ
ア、プリンタやICカード等のソフトウエアを組み
込んだハードウエア等に対する脆弱性を発見
した場合に届け出てください。

インターネットのウェブサイトなどで、公衆に向
けて提供するそのサイト固有のサービスを構成
するシステムに対する脆弱性を発見した場合に
届け出てください。

脆弱性関連情報流通の基本枠組み 「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」
脆弱性関連情報流通体制
R

ユーザー

R

脆弱性関連
情報届出

ソフトウェア
製品の脆弱性

報告された脆弱性
関連情報の内容確認

発
見
者
W eb サイトの
脆弱性

受付機関

脆弱性関連
情報通知

調整機関

対応状況の集約、
公表日の調整等

公表日の決定、
海外の調整機関
との連携等

対策情報ポータル

ソフト
開発者等

対策方法等
対応状況
公表

システム導入
支援者等

政府
企業
個人

分析機関
脆弱性関連
情報届出

報告された脆弱性
関連情報の検証

脆弱性関連情報通知

W eb サイト運営者

個人情報漏洩時は事実関係を公表

検証、対策実施

独立行政法人 情報処理推進機構
〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス16階

http://www.ipa.go.jp

セキュリティセンター
TEL: 03-5978-7527 FAX 03-5978-7518

http://www.ipa.go.jp/security/

