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スパイウェアによる事故が頻発しており、スパイウェア

対策が緊急課題となってきている。しかし、スパイウェア

はその定義が定まっておらず、名称だけはよく聞くものの、

よくわからないユーザーやIT関係者も多い。そこで、今回

はスパイウェアを歴史から紐解くことで、正しい知識を身

につけ適切な対策が打てるように解説する。

PCから個人情報を盗み取る「スパイウェア」と呼ばれる

ソフトウェアによる事故が多発している。スパイウェアと

は、ユーザーの知らない間にユーザーのコンピュータにイ

ンストールされ、ユーザーの許可なしで、ユーザーの個人

情報やインターネットの履歴情報を外部に送信するソフト

ウェアのことである。収集した情報は、商用や他の目的で

使用される。現在スパイウェアは、インターネットから生

じる深刻化している問題の１つである。基本的にインター

ネットに接続するユーザーの全てがこの問題に直面してお

り、誰でも1つや2つのスパイウェアが既に自分のPCに侵

入しているかもしれないのである。

2005年５月には「価格比較サイト」の最大手、カカクコ

ムがサイバー攻撃を受け、運営するウェブサイトをやむな

く一時閉鎖した。当初この事件の被害状況について、カカ

クコムのサイトにアクセスしたユーザーは強制的にウイル

スが侵入すると報道されていたが、これはウイルスではな

く、実際にはネットワークゲームへのログインパスワード

を盗むソフトウェアであった。

2005年７月には、国内の金融機関が運営するインターネ

ットバンキングの利用者や大手のショッピングモールのシ

ョップ管理者をターゲットとしたスパイウェアが出回った。

実際に、取引情報を抜き取られ、それらの情報を利用され

た不正送金の被害事例が報道されている。

このように、PCにはユーザーの個人情報が多く保存され

ているため、勝手に盗み出されて使用されては、安心して

インターネット上でのショッピングや銀行取引もできない。

そればかりか、企業の場合には、顧客情報や会社の機密情

報などがあるのだから、それが漏洩した場合の企業リスク

は計り知れないものになる。ユーザーにとっても、ITをビ

ジネスにする者にとっても、スパイウェア対策が緊急課題

となってきている。

インターネットの初期、1990年代の半ばまでは、ユーザー

はEメールやダウンロードするソフトウェアは「安全である」、

もしくは安全性を自分で「制御できている」と過信していた。

そのメールに添付ファイルがあったとしても、Webサイトを

誰が作成したものか知らなくても、また、ダウンロードしよう

としているソフトウェアに隠れた目的があったとしても、ユー

ザーは何の疑いもなくファイルをオープンしたり、インストー

ルして利用していたのだ。当時は、シェアウェアなどのダウン

ロードソフトウェアが問題になることはあまり多くはなかっ

た。従って、初期のウイルス対策ソフトウェアには、受信メー

ルやWebからのダウンロードに対してリアルタイムにウイル

スを検出する機能はなかったのである。

1990年代の後半になると、インターネットのユーザー達

の間では、ウイルスがニュースグループ、インターネット

リレーチャット、Eメールなどから侵入すると噂され始めた。

そして、1999年にW32/Ska（Happy99）、W32/PrettyPark

などのメールの機能を悪用して感染を広げるタイプのウイ
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ルスが出現し、この感染手法が一気に一般化し、現在では

ウイルスの96％がメールから侵入してきているという（IPA

調べ）。また、VBS（VisualBasicScript）タイプのウイルス

が初めて出現したのもこの年である。その後、メール悪用

ウイルスとして、2000年にはLOVELETTERが、2001年に

はSircamが出現している。また、2001年にはセキュリティ

ホールを悪用したNimdaが初めて出現し、2002年にはKlez、

そして2003年にはMS Blasterが出現したことは記憶に新し

い。この頃からWebサーフィンは危ないものと徐々にユー

ザーたちの認識に変化が見られるようになった。

一方、宣伝などのスパムメールが問題になり始めたのも

2000年を過ぎてからである。企業は、広告をその広告に適

したユーザーに見せるために、莫大な投資をしている。ユ

ーザーの関心事などの統計情報やメールアドレスを収集す

るために、プレゼントやアンケートなど様々なイベントに

投資している。もはや広告を見せるユーザーを企業が取り

合っているかのようである。その結果、あまり倫理的とは

いえない企業は、これらの情報を集めるためのソフトウェ

ア、つまりスパイウェアを作成して配布したのだ。

スパイウェアは、ユーザーから見れば、一見役に立つソ

フトウェア、もしくは興味をそそるソフトウェアに潜んで

いたり、それらのソフトウェアのインストール時に一緒に

PCに組み込まれることが多い。一方、企業側から見れば、

スパイウェアは、ユーザーに適した広告を提供できるよう

に、ユーザーのWebサーフィンを監視したり、システム内

から個人情報を収集して、その情報を外部に送信すること

が主な目的であるソフトウェアである。スパイウェアの出

現により、スパムメールが増加したり、ポップアップ広告

が増加した。スパイウェアの中で広告を主たる目的として

いるものを特に「アドウェア」と呼んでいる。

スパイウェアは必ずしも危険というわけではない。なぜ

ならば、スパイウェアの初期は宣伝を目的に発達した技術

であるからだ。スパイウェアの中には、ソフトウェアのイ

ンストール時のソフトウェア使用許諾書にその記述がある

ものもある。ただし、これはお行儀が良い方で、多くの場

合、ユーザーに何も知らせずに組み込むか、記述があって

も大抵は隅の方に小さく記述されているために、読み飛ば

すユーザーがほとんどである。しかし、この技術を使って、

ユーザーにとって危険な情報を盗むスパイウェアも登場し

てきている。海外にはスパイウェアを商用で開発している

会社がいくつもあり、情報を取得する技術を一般のアプリ

ケーションベンダーに提供しているのだ。ところが、これ

らの技術は同時にオープンソースとして、フリーウェアや

シェアウェアの作者向けにインターネットで公開されてい

ることもしばしばあり、問題となるのは、悪意のあるハッ

カーがハッキングツールに利用している場合である。スパ

イウェア技術による不正な情報取得は、ありとあらゆる不

正や犯罪に利用される危険性がある。ストーカー、ゆすり、

なりすまし、金銭詐欺、企業スパイ、不正アクセス…等々

である。従って現在では非常に危険なスパイウェアも多数

存在しているのである。

現在、スパイウェアを利用するアプリケーションベンダ

ーや、スパイウェア対策ベンダーに困った問題が発生して

いる。それは、スパイウェア対策ソフトウェアが一般アプ

リケーションに対してスパイウェアと烙印を押してしまう

ことだ。スパイウェア対策ソフトウェアは、そのスパイウ

ェアが良性に使用されているのか、悪性に使用されている

のか判断できないので、とりあえず検知してしまうのがそ

の理由である。この問題はユーザーにとっても影響がある。

ユーザーは、ソフトウェアの良し悪しをセキュリティソフ

トウェアに依存しているので、黒と判断されて、駆除した

ばかりに、今まで使用していたソフトウェアが使用できな

くなったり、削除したモジュールを共有している他のソフ

トウェアが不安定になったりするからである。

また、ソフトウェアは、インストール時のアクティベー

ション（正規のライセンスを持っていることを証明する仕

組み）やユーザーの使い勝手を良くする目的で個人を識別

する情報を取得する場合がある。WebサイトでCookieを利

用する場合にも、個人を識別する情報を取得する場合があ

る。同様にサポート目的や商行為などで一般的なソフトウ

ェアやWebサイトが個人情報を取得する場合がある。今後、

これらの行為はスパイウェアと疑われないようにするため

にも、情報を取得する事実とその目的を明確に提示してユ

スパイウェアは法律までも変える
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ーザーの許可を得る必要がある。米国ではこれらを厳密に

実施するための関連法案が提案されており、現在、下院本

会議での採決待ちとなっている。

さらに米国では、合法ソフトウェアと違法ソフトウェア

の区別を明確にし、消費者が自分のPCを健全な状態に維持

しやすい環境を整えることを目的とした、スパイウェア対

策 の 業 界 団 体 「 Anti-Spyware Coalit ion（ ASC）」

（http://www.antispywarecoalition.org）が設立された。この

ASCでは、最初のスパイウェア対策強化として、スパイウ

ェアとは何か？　何が問題なのか？　について見解を一致

させるために定義と共通用語集の作成を実施している。

企業内ではスパイウェアによって、個人情報が外部に漏

洩する可能性がある。これは個人情報保護法の観点から、

絶対に回避すべき企業リスクである。スパイウェアによっ

て管理者のログインパスワードなどが漏洩すれば、システ

ムへの不正アクセスを自由に許し、結果的に企業の機密情

報が漏洩することになる。また、スパイウェアによるシス

テムへの影響は甚大だ。スパイウェアが侵入するとPCが不

安定になったり、パフォーマンスが悪化したり、最悪の場

合フリーズしたりする。情報が外部と頻繁に通信されれば、

ネットワークへの負荷も大きくなる。さらに、スパイウェ

アは、自分自身の存在を隠すためにセキュリティソフトウ

ェアを無効化にするものも存在する。その結果、防衛でき

たはずの不正アクセスを回避できないというセキュリティ

侵害を引き起こす場合がある。

顧客のPCに侵入するスパイウェアも企業にとって大きな

リスクとなり得る。例えば、インターネットバンキングや

イートレード利用時に、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

部に送信される。これらの情報が流出すると、金銭的な被

害が発生し、サービスを提供した企業側がその被害を補填

する義務が生じるのだ。

今やスパイウェアは、企業にとって大きなビジネスリス

クとなっているとともに、インターネットという社会イン

フラに寄生する病原菌となっている。自社のPCへのスパイ

ウェア対策は勿論、顧客のPCに対するスパイウェア対策も

啓発しなければ、自社のビジネスリスクを回避することは

できない。スパイウェアの被害により、サイトの一時閉鎖、

客離れや買い控えによる売上ダウン、企業イメージの失墜、

それに伴う株価の低下というビジネスリスクがある。また、

これらの事実が一旦報道により明るみになれば、インター

ネットビジネスはあっという間に窮地に追いやられること

は周知の事実である。
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スパイウェアによる企業への影響

●米国で可決されたスパイウェア規制法案

「SPY ACT」
2005年4月、米下院エネルギー・商業委員会。スパイウェア関
連の不公正、または詐欺的な行為を禁止。個人特定につながる
情報を消費者から収集する合法的なソフトウェアに対して、オ
プトイン方式の通告と同意を義務付け。禁止しているスパイウ
ェア行為としては、フィッシング、キー入力ログ記録、ホーム
ページ乗っ取り、PCを終了させない限り閉じることができな
い広告など。この法案の違反は、最大300万ドルの罰金。

「I-SPY」
2005年5月、米下院司法委員会。不必要なソフトウェアを埋

め込むことを目的として意図的にPCに不正アクセスする行為
を禁止。この法案では、犯罪目的での不正アクセスを行うと罰
金または最高5年の禁固刑、犯罪／破壊目的で個人情報を転送
するための不正アクセスを行うと最高2年の禁固刑となる。

●スパイウェアによる企業での被害

・顧客情報などの個人情報の漏洩
・知的財産などの機密情報の漏洩
・セキュリティ侵害
・PCパフォーマンスの低下
・ネットワーク負荷の増加

●スパイウェアによるビジネスリスク

・なりすまし（不正送金や不正電子商取引）
・サイトの閉鎖
・売上ダウン
・企業イメージの失墜
・株価の低下
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スパイウェアはトータルソリューションで防御できる。

具体的にはゲートウェイでの対策、そしてクライアントで

の対策だ。スパイウェアの対策には、次の3つの段階的ソリ

ューションが考えられる。

１．スパイウェアの侵入経路を遮断すること

２．スパイウェアのインストールを停止すること

３．外部に情報が漏洩することを停止すること

まず、スパイウェアの侵入経路を遮断することであるが、

そのためには、スパイウェアの侵入経路を知る必要がある。

スパイウェアの多くは、ダウンロードするアプリケーショ

ンのインストールによって侵入したり、Web閲覧中にスク

リプトによって組み込まれる。また、ウイルスと同様に受

信メールの添付として侵入したり、第三者がPCに直接イン

ストールする場合もあり得る。前者の２例は無差別的な侵

入であるが、後者の2例はターゲットを絞った犯罪である。

Webからの侵入経路については、URLフィルタリングが

有効である。そもそもURLフィルタリングは青少年にふさ

わしくないWebサイトを学校や家庭から遮断しようとして

発達したクライアント技術であるが、企業向けはゲートウ

ェイ製品として販売されている。もともとユーザーに有害

なコンテンツを含むWebサイトをブロックする技術だが、

最近の製品には、フィッシングサイトや、ウイルスやスパ

イウェアが侵入する可能性のあるWebサイトも有害サイト

としてデータベースに登録されており、スパイウェアの侵

入経路の遮断に威力を発揮する。

次にメールからの侵入経路については、企業においては

メールサーバー用やグループウェア用のウイルス対策ソフ

トウェアがある程度有効である。また、ゲートウェイにお

いて、スパイウェアの可能性が高い特定のファイル拡張子

（＊.pif, ＊.scr, ＊.cab, ＊.ocx, ＊.exe, ＊.com, ＊.dll）を制御

することも、スパイウェアのインストールを停止すること

に有効である。

外部に情報が漏洩することを停止するには、ネットワー

クファイアウォールやクライアント用のパーソナルファイ

アウォールが有効である。スパイウェアが通信に利用しそ

うなポートやサービスを禁止することで、例え、スパイウ

ェアがネットワーク内に侵入していても情報が送信できな

ければ無用の長物となる。

多くのウイルスは、ゲートウェイやクライアントに導入

しているウイルス対策ソフトウェアによって検出できるが、

スパイウェアの場合は、次の２つの理由でウイルス対策ソ

フトウェアだけに頼った対策は危険と言える。

１つ目は、ウイルスとスパイウェアの構造的理由である。

ウイルスはインストールされているプログラムに寄生して

感染するが、スパイウェアはそれ自体がPCにインストール

される。よってウイルス対策ソフトウェアは、基本的にス

パイウェアを検出して駆除するための構造になっていない

ため、スパイウェアを完全に検出したり駆除することはで

きない。

２つ目は、ウイルス対策ソフトウェアが何を検出するか

という定義に関することである。ウイルスは感染すること

が被害のため、ウイルスであれば自動的に（無条件で）検

出して駆除することができるが、スパイウェアは必ずしも

悪性と言えないものも多くあるので、ウイルス対策ソフト

ウェアではポリシー的に取り扱えないスパイウェアも多く

ある。

また、外部でスパイウェアに感染したモバイルマシンを

社内ネットワークにログインしたり、第三者の手動による

スパイウェアのインストールは、ゲートウェイソリューシ

ョンでは無効であるため、今後、クライアント用のスパイ

ウェア対策ソフトウェアの導入は必須である。

最後に、クライアント用のスパイウェア対策ソフトウェ

アの選択ポイントであるが、前述のようにスパイウェアは、

ユーザーによっては無害と感じるものや、使用者によって

は有害になるものなど、グレーなものが多く含まれている。

よって、企業におけるクライアント用スパイウェア対策ソ

フトウェアには、管理者の絶対ポリシーと、クライアント

ユーザーによる制御が両立できる一元管理ツールが必要で

ある。

スパイウェアの対策はトータルソリューションで

PCを守れ


