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最近、電子メールのウィルスチェックなどのセキュリ

ティ対策の機能をネットワーク側での付加価値サービス

としてユーザに提供しはじめているインターネットサー

ビスプロバイダ（以下、ISP）が増えてきている。今回

はISPの観点から見た場合のエンドユーザに対するセキ

ュリティ確保の考え方やサービスの動向、なぜISP側で

そのようなサービスを行うことが必要とされるのかとい

う点について、最近のインターネットにおける攻撃手法

の動向とそれらからどう防御すべきかという動向を踏ま

えた上で解説していく。

インターネットを取り巻く環境の変化の要因として、

・利用アプリケーションの変化

・電子政府ならびに法制度整備状況の進展

・ISPネットワーク構造の変化

という点が挙げられる。

総務省によると平成14年末現在でADSL利用者数は

560万人を超え、この１年間に約３倍を越えるほどの急

激な勢いで増加している。*１ このような高速な常時接

続環境の普及にあわせて、その回線上で利用されるアプ

リケーションも従来のテキストベースの電子メールや

Webの閲覧だけでなく、音声やビデオチャットなどの

マルチメディアデータのやりとりや、Gnutel laや

WinMXなどのP2P（Peer-to-peer）系のファイル共有

アプリケーションの利用が広まってきている。これら利

用されるアプリケーションの変化に応じて防御する側の

セキュリティ設計においてもアプリケーションの特性を

考慮することが必要とされてくる。P2Pアプリケーショ

ンにおけるセキュリティ上の留意点については後ほど述

べることとする。

次に、インターネットの利用が単なる個人の娯楽や電

子商取引での利用という域を越え、電子政府という国家

基盤として利用される社会インフラとなってきている。

日本においてはe-Japan構想に基づいた電子政府の構築

が進められており、国や自治体がインターネットを基盤

としたサービスを提供するしくみが構築されつつある。

また、それと並行してネット上の活動も視野に入れた関

連法案の改正や電子署名法、プロバイダ責任制限法など

の制定等法制度上の整備も並行して進められている。

また、ISPのネットワーク構造という観点からは、従

来の電話ベースでのダイアルアップサービスからADSL

サービスの進展という流れの中で、ISPのネットワーク

は電話網との接続からADSL事業者等のアクセス事業者

網との接続によるサービス提供へと変化してきている。

ダイアルアップサービスにおいてはテレポーダイ等の電

話系割引サービス等の利用等により電話料金を含めたサ

ービス提供料金を抑えるため、ダイアルアップルータ等

の設備をなるべく利用者の近くへと張り出していたが、

ADSLサービスにおいてはADSL事業者がある程度の広

域に渡ってトラヒックを集約しISPと接続するという形

態が主流となってきている。また、キャリアの回線サー

ビスも従来の専用線、フレームリレー、ATMといった

高品質かつ信頼性の高いサービスから、より高速・広帯

域でかつ安価な広域LANサービスへとシフトしてきて
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いることとあわせて、ISPとしてはトラヒックをレイヤ

2レベルでかなり広域なエリアで集約した形でアクセス

事業者からトラヒックを受け取れる構造が経済的に可能

となってきており、その集約された接続点においてアク

セス事業者と連携することにより高度なセキュリティ機

能が提供可能となってきている。

図１は、世界各地におかれたファイアウォールやIDS

（Intrusion Detection System）のログを収集し分析

するサイトであるが、その時点でのはやりの攻撃手法を

把握するには非常に有効である。図１は昨年の11月の

データになるが、この時はBagbearやOpaservなどの

はやりのウィルスの影響でマイクロソフトのファイル共

有を探る137番ポートへのアクセスが増えている状況で

あり、また、httpで利用する80番ポートについては継

続的に攻撃対象となっていることを読み取ることができ

る。また、SANS/FBIが発表しているセキュリティ脆弱

性TOP20*３によると、Windows系ではIISやMicrosoft

SQL、NETBIOSが、UNIX系ではrpcやApache,SSH

などが重大なセキュリティ上の脆弱性を有するアプリケ

ーションであると指摘されており、それらを利用しない

場合においては不用意にそれらのサービスを立ち上げな

いことを留意し、また、利用する場合においてもバージ

ョンを最新にするなどした上で利用するという対応が必

要となる。このように世の中でどういうプロトコルが狙

われているのかや、どういうアプリケーションに狙われ

やすいセキュリティの脆弱性があるのか、という情報収

集を行い自らのシステムを評価することがセキュリティ

運用管理上非常に重要になってくる。

ここで最近発生したワームによる攻撃手法をいくつか

解説していくこととする。まず、2001年７月に発生した

CodeRedであるが、これは基本的にはWindowsNTや

Windows2000上で動作するIIS4.0もしくは5.0のIndexサ

ーバ（ISAPIエクステンション）のバッファオーバフロー

の脆弱性を利用したワームである。CodeRedはまずWeb

サーバが脆弱性を持つ攻撃対象のサーバかどうかを探り、

その脆弱性を確認するとそのWebサーバの改竄を行い、

不正なプログラムを該当サーバのメモリ上に常駐させる。

この不正なプログラムは特定の周期でホワイトハウス

（http://www.whitehouse.gov）に対してのDOS攻撃を行

うとともに、ランダムな IPアドレスに対して自らが感

染したのと同様な攻撃を行い感染を広めていく。

CodeRedにおいては不正なプログラムはメモリ上に書

かれるためウィルスチェックソフトで検出しにくいもの

となるが、サーバを再起動することにより感染行為自体

は止めることができる。それに対してその発展形である

CodeRedIIにおいては、「shellの相対パス」の脆弱性を

利用してレジストリを書き換えることで、偽の

explore.exeに置き換えることでローカルファイルシス

テムのセキュリティ設定を無効にし、リモートからのシ

ェルの実行を可能とするバックドアを作成してしまうも

のである。そのためCodeRedIIにおいてはシステムの

再起動をした後でもそのバックドアを残してままにして

しまう。これらCodeRedの攻撃自体は図２にあるよう

なプロトコル上は通常のHTTPのリクエストであり、

そのリクエスト内容によりバッファーオーバフローを発

生させるというものであるためこれらから防

御するためにはHTTP上のリクエスト内容

まで検知し判断するというしくみが必要とな

ってくる。CodeRedと同様にワームをメモ

リ内に書き込み感染活動を広げていく攻撃手

法としては、今年１月世界規模で現象が観察

され、特に韓国では国家レベルでインターネ

ット機能の麻痺を発生させたSlammerワー

ムがある。これはMicrosoft社のデータベー
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ス関連ソフトであるMicrosoft SQL Server 2000の脆弱

性を利用したものである。

上記のCodeRedをさらに進化させた攻撃として2001

年９月に発生したNimdaがある。Nimdaにおいての顕

著な特徴は感染手段が複数にわたる複合型の攻撃である

ことである（図３）。

具体的には、Internet Explorerの脆弱性を利用したウ

ィルスにより、電子メール経由でプレビューするだけで

も端末へのウィルスの感染が行われてしまう。感染され

た端末は偽のload.exeをスタートアップ時に実行するよう

にsystem.iniが変更される。このプログラムにより、

・自分自身をSMTPサーバとして、Outlookのアドレス

帳にあるメールアドレスに対してウィルスの付いた電

子メールをばらまく。

・ファイル共有の設定のされた端末に対して感染活動を

行う。

・IISの脆弱性をついて侵入を試み、そのWebを閲覧し

た端末に対してウィルス感染させることを可能とする

悪意のあるJavaスクリプトをWebのコンテンツに埋

め込む。

・CodeRedIIの感染により作成されたバックドアに対し

てアクセスを試みる。

このように、感染経路がクライアントからサーバ、サ

ーバからクライアント、クライアントからクライアント

と複数の経路から感染を広めていくことが大きな特徴と

なっている。特に、発生当初MSNのホームページがこ

のウィルスに感染したということも本ウィルス感染を広

めた一因となった。

ま た 、 2 0 0 2 年 ９ 月 に は 新 た な 特 徴 を も つ

Linux.slapper.wormが発生した。本ワームはSSLを利

用する際によく利用されるOpenSSLというソフトの脆

弱性を利用したものであり、対象となるサーバプラット

フォームはLinuxを攻撃対象としている。これが従来の

ものを大きく違った点は、OpenSSLの脆弱性により外

部から任意のコマンドを送りこめることを利用して、そ

こ経由で他サーバへの感染活動を広めるとともに、感染

したサーバ間でP2Pによるコミュニケーションチャネ

ルを形成し、そのチャネル経由でDDOS（Distributed

Denial Of Service:分散サービス妨害）攻撃を行えるよ

うにしていることである。実際、このチャネルを利用し

た特定サイトに対するDDOS攻撃は行われることはな

かったが、このチャネル自体に強固な認証機構を組みこ

んだDDOS攻撃用の強力なワームの出現の可能性を現

実的なものと感じさせる事象であった。また、もうひと

つの特筆すべき事項は、利用されたOpenSSLの脆弱性

は本ワームが発生する約一ヶ月前に公表されたばかりの

ものであり、脆弱性公開からの対応を迅速に行えるよう

なシステム管理体制の強化が急務とされる事象でもあっ

た。

ここで例を挙げた代表的な世界規模で発生したワーム

によるインシデントから言えることは以下のような点で

ある。

・攻撃される対象の多くはWebサーバであり、ファイ

アウォールはこれらの攻撃を通過させてしまうために

ファイアウォールだけでは防御できない。

・感染経路がWebサーバだけでなく、電子メール経由

のウィルスやWeb閲覧によるウィルス感染を含めた

複合的な経路により行われる。

・感染した被害者が逆に加害者となり感染対象を急激に

増幅していく。また、それら感染者を攻撃ターゲット

に対する攻撃チャネルとしてコントロールすることを

狙う。

前項で述べたようなセキュリティ上の脅威からどのよ
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GET/default.ida?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u6858%ucbd3%
u7801%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u9090%u8190%u00c3%u0003%u8b00%u531b
 %u53ff%u0078%u0000%u00=a

Code RedII

GET/default.ida?NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u6858%ucbd3
% u7801%u9090%u6858%ucbd3%u7801%u9090%u9090%u8190%u00c3%u0003%u8b00%u531b
 %u53ff%u0078%u0000%u00=a

Code Red

図2 CodeRedおよびCodeRedIIによるアクセスの跡

3．セキュリティ防御の考え方
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うに自社のネットワークを守ることができるの

であろうか？そのためには個々の攻撃手法に対

する製品導入やファイアウォールの設計・設定

という観点からだけではなく、広くセキュリテ

ィの運用管理をどう行っていくかを考えていく

必要がある。

セキュリティ運用管理の基本的な業務として

は下記のものがある。

・セキュリティ設計、ポリシー策定

・ネットワーク構築、製品選定・評価・導入

・セキュリティ監査

・運用、監視

・情報収集

まず、自社システムの機器や情報内容の一つ一つにつ

いてそれらは守るべきものなのか、守るべきなのであれ

ば何から守るべきものなのかを明確にする必要がある。

例えば、顧客に関する情報については社外からはもと

より社内の従業員に対してもアクセスを制限し守ること

が必要とされる情報である。また、インターネットと接

続することにおいて、外部に対してどういうアプリケー

ションを提供するのか（Web,FTP等）、内部の端末に利

用を許すアプリケーションは何か、ということを定義す

る必要がある。利用するアプリケーションについては社

内ネットワーク内部でのみ利用可能なもの、外部との通

信において利用可能なもの、リモートアクセス時に利用

可能なもの等アクセス形態を含めた形で定義しておくこ

とが必要である。また、このような通信に関わる事項だ

けに限らず、ネットワークの利用に関わる全般的な行動

指針（例えば、パスワード管理ポリシー等）や利用規約

的な事項についてをセキュリティポリシーとして明文化

しておく必要がある。それに加えて、インシデント発生

時の対応方法、対応フロー、エスカレーションおよび意

思決定体制についても明文化し、有事の際に迅速に対応

を行い被害を最低限に抑える体制を整えておくことも重

要なポイントとなる。

次に、セキュリティ設計に基づいたネットワーク構築

を行うことになるが、この際には前項で述べた攻撃手法

に耐え得るネットワークとすることが重要となることは

言うまでもない。その観点からすると、CodeRedなど

に見られるように攻撃手法としてアプリケーション、特

にHTTPや電子メールのコンテンツ情報に脆弱性をつ

く攻撃をしかけてくるもの対しては IPヘッダの情報だ

けで防御を行うファイアウォールだけでは防御に限界が

ある。そのためIDSを設置し、コンテンツ内容に異常を

検知しアラームをあげたり、IDS自体でセッションを切

断することにより攻撃から防御を行うことが必要となっ

てくる。IDSにおいては通過するトラヒックをすべて検

査し、検知あるいは防御を効率的に行う観点からネット

ワーク型IDSが一般的であるが、防御しようとするホス

ト上で稼動させファイルシステム等の変更履歴も含めて

チェックを行うことができるホスト型IDSを併用するこ

とで監視の精度を高めることが可能となる。また、ネッ

トワーク型IDSにおいては利用する帯域の増加にあわせ

て処理能力が問題と考えられて、スイッチのミラーポー

ト等にてトラヒックを収集・解析を行うことが主流であ

ったが、処理能力の向上にあわせてトラヒックに対して

インラインで機器を挿入し、インラインで防御を行う

IDP（ Intrusion Detection Prevention）や IPS

（Intrusion Prevention Solution）といわれる製品もで

てきている。

これらのIDS製品を導入する最大のメリットはリアル

タイムに発生している事象の把握が可能となることであ

るから、そのメリットを最大限享受するためにはその検

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

Webサーバ�

Webサーバ（IIS)

★ ランダムなIPアドレスに対して、IISの脆弱性を利用し、Web
   の改竄（悪意のあるJavaスクリプトを埋め込む）�
★ CodeRedII/sadmaidが作成したバックドア�
   （root.exe/smd.exe)へのアクセス�

あて先ポート８０番�

★共有ファイルへ�
　のウィルスコピー�

★電子メールによる感染(readme.exe)
　感染後はアドレス帳の宛先にウィルス�
送信（自身がSMTPサーバ）�

★感染されたWebを閲覧すること�
　による感染（MIMEエンコードされた�
　バイナリをダウンロード）�

図3 Nimdaによるウィルス感染のしくみ
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出結果を受けてから迅速にアクションを行える運用体制

づくりを行うことが必須となってくる。また、ファイア

ウォールの選定においても、単純な静的なパケットフィ

ルタリングベースの製品ではなく、通信状態の管理が可

能なダイナミックパケットフィルタが可能な製品を選定

することが必須となってきている。例えば、Slammer

のように外部からのUDP1434番ポートによる攻撃のよ

うな場合、内部からのUDPサービス（例えば、DNS）

に対する戻りの通信はUDP1024番以上宛となるため、

外部からの通信をwell-knownポートの範囲内で限定し

てるような場合にはSlammerの攻撃がファイアウォー

ルの通過を許可してしまう状況となってしまう。このよ

うな場合には、内部から外部に対して通信が行われてい

たものに限ってその戻りの通信である、外部から内部へ

の通信を認めるというような状態管理が可能なダイナミ

ックパケットフィルタと言われる機能を有するファイア

ウォール製品を選定することが重要となる。また、これ

らの製品においては、TCPにおけるSYNパケットにつ

いてもファイアウォールにて自ら応答したSYN-ACKに

対するACKを受信してはじめて内部側に通信を許可す

るため、SYN FloodのようなDOS攻撃からの防御を行

う上でも有効な手段となる。

P2Pアプリケーションの利用をポリシーとして許可す

る際にも注意が必要である。P2Pアプリケーションはク

ライアント機能とサーバ機能を合わせもっているためク

ライアントとして外部のP2Pネットワークに接続する

ことにより、アクセスを禁止していた端末からのファイ

アウォールの内部への通信を許容してしまう恐れがある

ためである。

ネットワークの設計および設定をした後には、設定ミ

スのチェックを行う意味でもツール等によるセキュリテ

ィ監査を行うことで設計どおりの設定が行われているこ

とを確認することと、新たな攻撃手法に対して適切に防

御がされているかを確認するための定期的にセキュリテ

ィ監査を行うことが必要となる。

また、運用フェーズにおいても、ファイアウォールや

IDS等のログ管理を定常的に行うことで外部からの異常

な攻撃の分析および適切に防御されていることの確認を

行うことが必要である。

最後に、ネットワークに接続される機器に関する新た

な脆弱性については、日々何らかの脆弱性情報が公表さ

れている現状では、日常的な情報収集とそれらのもとに

した自サイトへの影響調査および対応という運用を継続

的に行うことが運用を行う上で重要なポイントとなる。

インターネットを利用するに際してセキュリティを確

保することを考えた場合、前項で述べたような運用も含

めたセキュリティ管理を漏れなく行う体制が必要となっ

てくる。これらについて真剣に考えた場合、セキュリテ

ィ管理を何らかの他業務の片手間で行うような運用体制

では賄えないことは明白である。ただ、一般的なセキュ

リティに関する認識はファイアウォールを入れておけば

それで終わりという程度のものであり、いかに経営者層

も含めてセキュリティ運用管理体制の整備の必要性につ

いての理解を深めることが最も難しい課題かもしれな

い。

しかし、Slammerワームにより国家規模のインフラ

停止を経験した韓国においては、その責任を誰に帰する

かという議論が行われており、その議論の中では適切に

運用管理されず脆弱な状態でシステムを放置しているシ

ステム管理体制についても責任があるということから罰

則を含めた法制度の整備の議論が始まっている状況であ

る。*４この議論をそのまま日本に当てはめることはでき

ないが、社会インフラとなったインターネットに大きな

影響を与える各サイトにおけるセキュリティ運用管理に

ついて、今後何らかのさらなる法的な整備が行われるこ

とは十分考えられる。

このように利用者側のセキュリティ意識がまだまだ低

い現状において、利用者にセキュリティ対策を全面的に

任せておくことはISPとしてもリスクを抱えた事業運営

を強いられることを意味する。顧客サイトにおいての電

子メールサーバの不正中継利用や踏み台としての他サイ

トへのポートスキャンや不正アクセスの試み等の行為に

対する苦情の大部分はその顧客へサービスを提供してい
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るISPに対して申告されることが多い。それらの苦情対

応は主に電子メールにて行われるがかなりの対応コスト

をISPに強いることになる。また、このような悪意の攻

撃を行うサイトとのアプリケーションレベルや IPレベ

ルでの接続を拒否するポリシーで運営しているサイトも

あり、一部の顧客のセキュリティ管理の甘さからサービ

ス全体品質レベルを低下させることがサービス提供上の

重大な問題となることもありえるのである。

また、すでに社会インフラとなりつつあるインターネ

ットを安定して運営しサービス提供を行っていくことは

必須事項であり、ISPにおいて利用者のセキュリティ運

用管理について機能的あるいは運用において積極的に対

策をとっていくことはインフラとしての維持を考えた場

合に必須事項となっていると言える。例えて言えば、航

空会社が乗客を輸送する際に、搭乗前の手荷物検査等の

セキュリティチェックにより乗客の輸送の安全性を確保

していることと同等なことがオープンなインターネット

を運営していく通信事業においてもあてはめられるよう

になってきているのではないかと考える。

そうした観点から、前項で述べたセキュリティ運用管

理の各フェーズにおいて利用者からのサービス要求に応

えられるようISPでは各種セキュリティサービスをそろ

えていこうとしている（表１）。

さらに、利用者からのサポートチャネルとしてのISP

の役割は大きいことから、インシデントを含めたセキュ

リティに関わる情報（利用者からの申告情報だけでなく、

網内トラヒック情報や各種ログ情報等）の収集源および

分析機関としてISPが機能することで、それを各ISP間

やセキュリティ製品ベンダも含めた連携体制を拡大して

構築することができれば、広くインターネット上で発生

している事象の迅速な分析と対応・予防体制を構築する

可能性を秘めていると考えられる。

最近のインターネットにおける不正アクセスのしくみ

を分析することで、複合的になってきている攻撃手法か

らの防御を考える際には防御側も複合的な対策をとるこ

との必要性を述べた。これはネットワーク構築の際の機

能要件という観点からのみでなく、実際のセキュリティ

の運用管理を行うという観点からもきちんとフローをま

わす体制の整備が必要とされている。それらを各サイト

において利用者自らが行うことは、かなりの負担を強い

ることとなり、それらの一部の機能や運用をISP側に任

せるという選択は合理的な流れであり、またISPとして

も利用者側のセキュリティ管理に関与していくことが自

らの事業運営においても合理的な選択となってきている

と言える。ISPおよびその利用者が相互に協調しながら

インターネットの安定した運用に対して最適な役割分担

を考えていくことが必要だと考える。

*１DSLサービス加入者数の推移

http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030131_3.html

*２インシデント発生状況

http://isc.incidents.org/

*３SANS/FBIセキュリティ脆弱性TOP20

http://www.sans.org/top20

*４Slammerワームをめぐる朝鮮日報の記事

http://japanese.chosun.com/site/data/html_

dir/2003/01/27/20030127000033.html

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

・セキュリティ情報配信サービス�セキュリティ情報収集�

・セキュリティチェックサービス�セキュリティ監査�

・ファイアウォール�/IDSサービス�
・ウィルスチェックサービス�
・メール監査サービス�
・�Web URLフィルタリングサービス�
・セキュリティマネジメントサービス�

ネットワーク設計、構築��
運用・監視�

・セキュリティコンサルティングサービス�
セキュリティ設計�
ポリシー設計�

セキュリティサービス�セキュリティ管理業務��

表1 ISPの提供するセキュリティサービス

本連載へのご意見・ご感想は、弊誌編集部TEL:03-3507-0560、
またはE-mail:bcm@bcm.co.jpまでご連絡願います。

5．まとめ


