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まえがき 

今年は私がソフトウェア セキュリティについて初めてレポートを書いて

から 40 年目という、私の職業人生にとって大きな節目の年です。その節

目についてしみじみと考えたとき、3 つのことが心に浮かびました。ま

ず思ったのは、この仕事を長い間やってきたな、ということです。2 つ

目として、安全なソフトウェアを構築しようとするアプローチの多くが

失敗に終わりました。3 つ目には、現在この業界でより安全なソフト

ウェアを構築するための実効性のあるアプローチが展開されてきており、

将来について慎重ながらも楽観的な見方をしているということです。 

私は過去 11 年間のほとんどを Microsoft Trustworthy Computing グループ

で勤務し、マイクロソフトの企業文化とソフトウェア開発プロセスにセ

キュリティとプライバシーの原則を組み込むことに取り組んできました。

その Trustworthy Computing の重要部分が、セキュリティ開発ライフサイ

クル (SDL) です。SDL は、特にソフトウェア開発において、開発プロセ

スの全段階にセキュリティとプライバシーの概念を導入するセキュリ

ティ保証プロセスです。SDL は、2004 年以降マイクロソフト全社にわた

る強制的なポリシーです。包括的かつ実用的なアプローチを組み合わせ

た SDL の目的は、マイクロソフトの製品およびサービスにおける脆弱性

の件数と深刻度を低減し、これによって攻撃者がコンピューターを侵害

する可能性を限定することにあります。SDL はソフトウェア業界や開発

団体に公開されており、さまざまな独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) 

や独立系ハードウェア ベンダー (IHV)、政府機関、エンド ユーザーの開

発組織で SDL が (場合によっては調整を加えた形態で) 採用されているの

を嬉しく思っています。 
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SDL が正式のポリシーとなる以前も、マイクロソフトは小さなチームを

設置してセキュリティの脆弱性とその原因、脆弱性を除去してその影響

を軽減する体系的な方法について調査していました。やがてこのチーム

とそのアクティビティは「セキュリティ サイエンス」と呼ばれるように

なりました。このセキュリティ サイエンスは「SDL 内部の科学」です。

マイクロソフトは、コンピューター システムが攻撃される手口やそのよ

うな攻撃を排除する方法を研究し、その結果を踏まえてソフトウェアに

対する攻撃の成功を防ぐ最新のツールと手法を考案しています。このよ

うなツールや手法は信頼性と有効性が確認されると、SDL の一部として

適用が義務付けられます。またお客様やパートナー、さらには競合他社

がより安全なソフトウェアを作成できるように、一般に公開されます。 

このレポートでは、SDL の発展の経緯を概観した後、マイクロソフトが

ソフトウェアとサービスの脆弱性を縮小し脅威を軽減するうえで SDL を

使用して達成した進歩について説明します。SDL はマイクロソフトのお

客様の保護に寄与してきただけでなく、その広範な普及によって広くイ

ンターネット ユーザーのコミュニティの保護に寄与してきたと信じてい

ます。 

このレポートは、独立系ソフトウェア ベンダーや他のソフトウェア開発

者であって、既に SDL を使用している読者の方には、SDL の背景と過去 

6 年間の成熟の過程をご紹介します。まだ SDL を使用していない読者の

方には、私たちが SDL を効果的で効率的なプロセスであると信じ、皆様

の組織での試用をお勧めする理由をご理解いただく助けになれば幸い 

です。 

スティーブ リプナー 

セキュリティ エンジニアリング ストラテジー、シニア ディレクター  

Trustworthy Computing Security, Microsoft  
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はじめに 

脆弱性とは、攻撃者がそれを利用して、ソフトウェアまたはそれが処理

するデータの完全性、可用性、または機密性を侵害できる弱点のことで

す。特に重大な脆弱性では、攻撃者が自由にソフトウェア コードを実行

できるため、コンピューターやそのソフトウェア、コンピューター上に

あるデータが侵害される可能性があります。脆弱性の発見は、ソフト

ウェア ベンダー、セキュリティ ソフトウェア ベンダー、独立系セキュ

リティ研究者、および悪意のあるソフトウェア (マルウェア) の作成者な

ど、さまざまな情報源によって可能になります。 

大規模なソフトウェア プロジェクトの開発中に、脆弱性が入り込まない

ように完全に防止することは不可能です。人間がソフトウェア コードを

書いている以上、ソフトウェアの不備につながる間違いは起こります。

完全なソフトウェアはありません。不備 (バグ) の中には、単純に意図し

たとおりにソフトウェアが機能しないだけのものもありますが、一部の

バグは脆弱性の原因となります。すべての脆弱性が同等なわけではなく、

特定の軽減機能によって阻止され、攻撃者が攻撃に成功することのない

脆弱性もあります。しかし、ソフトウェアに存在する脆弱性の何パーセ

ントかは、攻撃に利用される可能性があります。 

National Vulnerability Database (米国の脆弱性データベース)1 によると、業

界全体の長期的傾向として、毎年数千も発見される脆弱性のほとんどが

重大度が高く複雑さが低いことが特徴です。またほとんどの脆弱性が、

オペレーティング システムや Web ブラウザーではなく、アプリケーショ

ンで発見されています。つまり重大度の高い脆弱性がアプリケーション

で数千個も発見され、そのほとんどが比較的容易に攻撃に利用できるこ

とになります。これは憂慮すべき事態です。 

                                                     

1 このセクションの情報は、Security Content Automation Protocol (SCAP) を使用して表された標準ベー

スの脆弱性管理データの米国政府リポジトリである National Vulnerability Database (http://nvd.nist.gov) 

に公開された脆弱性公表データを編集したものです。 

http://nvd.nist.gov/
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図 1: 左: 業界全体で発見された脆弱性 (重大度別、2006 ～ 2010) 右: 業界全体で発見された脆弱性  

(複雑さ別、2006 ～ 2010) 

  

図 2: 左: マイクロソフト製品および非マイクロソフト製品の脆弱性の発見 (2006 ～ 2010)、 

右: 業界全体でのオペレーティング システム、ブラウザー、およびアプリケーションの脆弱性 (2006 ～ 2010) 

  

 

マイクロソフトは、機密データおよび個人情報の保護を必須だと考えて

います。またソフトウェア企業は信頼向上のためのビジネス プラクティ

スに従う必要があり、テクノロジ業界は確固たるエンジニアリングとベ

スト プラクティスに重点を置いて信頼性の高い、安全な製品とサービス

を提供する必要があると確信しています。これらの課題に対応するため

のマイクロソフトのアプローチは、「Trustworthy Computing (信頼できる

コンピューティング)」と呼ばれる、安全で機密性に富み、信頼性の高い

万人向けのコンピューティング体験を構築するための長期的な共同作業

です。 
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その Trustworthy Computing の重要部分が、セキュリティ開発ライフサイ

クル (SDL) です。SDL は、特にソフトウェア開発において、開発プロセ

スの全段階にセキュリティとプライバシーの概念を導入するセキュリ

ティ保証プロセスです。2004 年以降は業界全体を対象とする強制的なポ

リシーとして、マイクロソフトのソフトウェアと企業文化にセキュリ

ティとプライバシーの概念を組み込む重要な役割を果たしています。 

包括的かつ実用的なアプローチを組み合わせた SDL の目的は、マイクロ

ソフトの製品およびサービスにおける脆弱性の件数と深刻度を低減し、

これによって攻撃者がコンピューターを侵害する可能性を限定すること

にあります。SDL はマイクロソフトによってソフトウェア業界やお客様

の開発組織に公開され、より安全なソフトウェアの開発に使用されてい

ます。 

図 3: セキュリティ開発ライフサイクル (SDL) プロセスを定義するプラクティス 

 

セキュリティ サイエンスは SDL 内部の科学です。コンピューター システ

ムが攻撃される手口や、そのような攻撃から防御し、または攻撃を軽減

する方法を理解するための革新的な研究を基盤として構築されています。

それを踏まえてセキュリティ サイエンスは、ソフトウェアに対する攻撃

の成功を防ぐ最新のツールと手法を生み出し、展開しています。セキュ

リティ サイエンスは、SDL を次の 3 つの点から改善します。 

 ソフトウェアの脆弱性発見の支援。 

 開発者が採用する必要がある、攻撃を軽減する手法の開発。 
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 脅威の動向および脅威の状況で行われるアクティビティに関する

恒常的監視、およびこれらの観察に基づくツールやプロセスの改

善。監視活動が新しい脅威によるエコシステムへの侵入を判定し

た場合は、マイクロソフトのセキュリティ対応プロセスがこれに

対処します。 

安全な開発がもたらす利点 

ソフトウェア開発プログラムを開始する組織は、通常、まず機能に重点

を置き、開発プロセスの最後にセキュリティ テストを追加します。しか

しこのアプローチは、開発プロセス全体を通じてセキュリティ対策を統

合した構造化アプローチに比べ、大きな欠点があります。 

米国標準技術局 (National Institute of Standards and Technology: NIST) の試

算によると、2リリース後にコード修正を行う場合、設計段階における修

正の 30 倍のコストがかかる可能性があります。Forrester Research, Inc. と 

Aberdeen Group の最近の調査によると、企業が Microsoft SDL のような、

適切なライフサイクル段階でソフトウェア セキュリティに体系的に対処

する構造化プロセスを採用した場合、脆弱性が開発サイクルで発見され

て修正される可能性が高まるため、ソフトウェア開発の総コストが削減

されます。 

2011 年 1 月、Forrester はマイクロソフトの後援により実施された、北米

の大手ソフトウェア開発企業に対するアンケート調査の結果を公表しま

した。3 Forrester の知見によると、多くの企業にとってアプリケーション 

セキュリティは成熟したプラクティスではありませんでしたが、組織的

で規範的なアプローチを取っている企業は、そうでない企業よりも優れ

た投資対効果を示しました。 

                                                     

2 2002 NIST Report; The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software Testing 
3 2011 Forrester Consulting; State of Application Security: Immature Practices Fuel Inefficiencies, But Positive ROI 
is Attainable 

http://www.nist.gov/director/planning/upload/report02-3.pdf
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=813810f9-2a8e-4cbf-bd8f-1b0aca7af61d
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=813810f9-2a8e-4cbf-bd8f-1b0aca7af61d
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2010 年 8 月、Aberdeen Group はアプリケーション セキュリティの取り組

みにかかる年間費用が、生じる利益をはるかに超えていることを確認す

る調査結果を公開しました。4 2010 年 12 月、Aberdeen Group はセキュリ

ティ開発のための構造化プログラムを導入している組織に関するより詳

細な調査結果を公開し、「… それらの企業が、アプリケーション セキュ

リティへの投資に対して、4.0 倍以上という非常に好調な年間収益回収率

を実現していることが明らかになった」としています。 

以下では、この背景情報を念頭に置きながら、マイクロソフトがソフト

ウェアとサービスの脆弱性を縮小し脅威を軽減するうえで SDL を使用し

て達成した進歩について説明します。世界的に広く使用されているアプ

リケーションに関する新しい調査結果を紹介し、実際にこれらのアプリ

ケーションのうちどの程度が Windows® オペレーティング システムに組

み込まれたセキュリティ リスク軽減機能を活用しているかを明らかにし

ます。 

                                                     

4 2010 Aberdeen Group; Securing Your Applications: Three Ways to Play 

http://go.microsoft.com/?linkid=9764951


 

10 
 

セキュリティ開発 
ライフサイクル 

SDL の歴史以前のマイクロソフトのセキュリティ 

(1990 ～ 2004) 

マイクロソフトは、ソフトウェア セキュリティの実装に長い歴史を持ち、

情報セキュリティ国際評価基準 (Common Criteria) への準拠などの取り組

みを数十年間にわたって行ってきました。しかし SDL を採用するまでマ

イクロソフトのセキュリティ プロセスは均一ではなく、製品チームが主

に独自の裁量においてセキュリティとプライバシーの保護を製品に組み

込んでいました。開発チームによって、アプリケーションを非常に綿密

に精査することもあれば、セキュリティやプライバシーよりも新機能や

機能性が優先されることもありました。 
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新しい脅威とマイクロソフトの対応 

1990 年代後半のメリッサ ウィルスや、

2000 年代前半のコード レッド、Nimda、

UpnP など、広く知られる一連のマルウェ

ア事件を受け、マイクロソフトでは開発

者のセキュリティ プロセスおよび戦略を

見直すことになりました。後に脅威のモ

デリングのプロセス (STRIDE など) に結

実した初期の要素や、脆弱性の重大度を

判定するための統一的なバグ バーの概念

はこの時期に誕生しました。また多岐に

わたるマイクロソフト製品のさまざまな脆弱性の種類についてその原因

と影響を解明するために、定式化された根本的な原因の分析が導入され

ました。さらにマイクロソフトによる Intrinsa とその PREfix 静的分析

ツールの買収に伴い、静的コード分析などのテクノロジ主導型の変更が

導入されました。初期のセキュリティの取り組みの多くは Windows 2000 

のみに対する限定的な適用でしたが、やがてこれが今日実施されている 

SDL を支える基盤となりました。 

これらの変更はマイクロソフトのソフトウェアに良い影響を与えました

が、強制力がなく、包括的でもなかったので、マイクロソフトの製品が

抱えていた課題に対処することはできませんでした。マイクロソフト ソ

フトウェアの脆弱性を利用したマルウェアの拡散によって生じた混乱は、

多くのマイクロソフトのお客様やインターネット ユーザーに影響を与え、

マイクロソフトに対する信頼が損なわれました。その結果、ビル ゲイツ

は 2002 年 1 月、「信頼できるコンピューティング」に関するメモを公表

したのです。「信頼できるコンピューティング」の登場によって、マイ

クロソフトにおけるソフトウェア セキュリティの優先度が抜本的に変わ

りました。このトップが下した号令により、セキュリティはマイクロソ

フトにとっての最優先事項として位置付けられ、エンジニアリング文化

を変革するための継続的なキャンペーンに必要な推進力が与えられま 

した。 

STRIDE は、マイクロソフト

が脅威のモデルリングの作業

において、発見された脅威の

分類に使用する分類法です。 

 

 成りすまし 

 改ざん 

 否認 

 情報漏えい 

 サービス拒否 

 特権の昇格 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954176.aspx
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.NET および Windows セキュリティ プッシュ 

トップによる支持があったことで、マイクロソフト

のセキュリティの専門家は、2002 年前半、安全な開

発のためのさらに包括的なアプローチの適用をテス

トする「お墨付き」を得ました。マイクロソフト

は、.NET Framework 共通言語ランタイム (Common 

Language Runtime: CLR) の開発を一時停止し、機能か

ら安全なコードの作成へと重点を変更しました。約 

10 週間で数多くのセキュリティ バグが見つかって修

正されました。また団結してセキュリティの問題に取り組んだ結果、 

ソフトウェアを保護する新しい方法が考案されました。たとえば、 

攻撃対象の縮小がその好例です。 

.NET CLR での取り組みは成功だと認められ、その結果、当時リリースを

控えていた Windows Server 2003 の開発にも同様のアプローチを使用する

ことが重役によって承認されました。この取り組みが後の「Windows セ

キュリティ プッシュ」となりました。これらのプロセスを Windows 開発

に適用することには、大きな論理的および技術的課題がありました。た

とえば、Windows コード ベース (当時) のサイズは、CLR の約 10 倍でし

た。Windows 部門という組織が大規模で複雑であったことも、テクノロ

ジへの依存を高める方向に働きましたが、引き続きプロセスの刷新が改

善の対象でした。当時はツールによる脅威のモデリングが登場したばか

りでした。また既存の PREfix ソリューションに加え、コードのチェック

イン前にバグを発見して修正する手段として、軽量の静的分析 (PREfast) 

が開発者デスクトップに導入されました。また、「セキュリティ監査」

のための要件が追加されました。この監査は最終的なセキュリティ レ

ビュー (Final Security Review: FSR) の前身であり、これ以来、マイクロ

ソフトにおける SDL の不可欠な要素となっています。 

攻撃対象分析および攻撃対象

の縮小は、Microsoft SDL の設

計段階で実行されるセキュリ

ティ分析アクティビティであ

り、信頼できないユーザーに

対して無防備になるコードと

データの量の削減を目的とし

ます。 
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.NET CLR、Windows Server 2003、SQL Server 2000 SP3、その他のセキュリ

ティ プッシュは劇的な効果を上げました。しかし、マイクロソフトのセ

キュリティの責任者たちは、製品公開前の「プッシュ」が、セキュリ

ティの概念を製品の設計と開発に組み込むほどには実効性がないことを

理解していました。2004 年前半、セキュリティ プッシュの経験で効果が

確信された、強制的なプロセスの提案がマイクロソフトのシニア リー

ダーシップ チームに提出されました。提案はマイクロソフトのポリシー

として承認され、重大なセキュリティ リスクにさらされている場合、ま

たは機密データを処理する場合、すべての製品およびオンライン サービ

スは SDL 要件に従わなければならないことになりました。 

 

Microsoft SDL (2004 ～ 現在) 

SDL の採用に伴い、マイクロソフトは追加的

なアプローチでセキュリティ プロセスを改善

することを選択しました。このアプローチで

は、セキュリティおよびプライバシー プロセ

スやテクノロジの進歩は、それらの成熟と共

に追加されます。SDL の初期の進化の段階で

は、予期されたように時間と共にプロセスが

成熟し、多くのセキュリティ手法とプロセス

が追加されました。そしてやがて蓄積の重点は SDL ツールの効率性と生

産性へと移っていき、改善策が要件または勧告として追加されています。

SDL への追加項目には、新しい脅威に対する対策もあれば、既存の要件

に対する改善もあります。 

セキュリティ手法やツールが 

Microsoft SDL のセキュリティ

要件または勧告に統合される

前は、マイクロソフトの製品

グループで多くのセキュリ

ティ手法やツールが使用され

ていました。 
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次の太字で強調されている項目は、SDL へのすべての追加項目を年ごと

に網羅した一覧ではなく、主な追加項目だけを示しています。Microsoft 

SDL 要件 (Version 3.2 以降) の詳細については、MSDN ディベロッパー セ

ンターを参照してください。また、これらの項目は、プロセスまたはテ

クノロジが SDL 要件になった時点を反映しています。ただし、多くの手

法やツールがマイクロソフト製品グループに使用され、または SDL に勧

告として統合されたのは、それらが SDL 要件となるはるか前であること

に注意してください。SDL 勧告のタイムラインについては、簡潔さと明

快さのために省略します。 

2004 ～ SDL 2.0  

2004 年に作成された最初の公式バー

ジョンの Microsoft SDL は、基本的に

は、前に述べた .NET および Windows 

セキュリティ プッシュでそれまで使

用されていた手法およびプロセスに

対する、成文化された改善策の一覧

でした。要素には要件として統合さ

れたものと、勧告として採用された

ものがありました。初期バージョン

の SDL では、重要なセキュリティ リスクにさらされるマイクロソフトの

ソフトウェアに対して、脅威のモデリング、静的分析、最終的なセキュ

リティ レビューなどのアクションが義務付けられました。 

Microsoft SDL の制約の対象となるアプリ

ケーションを判定には、「重要なセキュリ

ティ リスク」の概念が使用されます。要約

すると、次の特性を 1 つ以上示すアプリ

ケーションは、SDL に準拠する必要があり

ます。 

 企業または組織で広く使用される。 

 個人を特定可能な情報 (PII) を含む機密

情報を処理する。 

 ネットワーク上で「リッスン」または

対話する。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/84aed186-1d75-4366-8e61-8d258746bopq.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/84aed186-1d75-4366-8e61-8d258746bopq.aspx
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2005 ～ SDL 2.1 & 2.2 

バグ バー。バグ バーは、ソフトウェア開発プロジェクト全体に適用され

る品質基準です。リリース時に求められる品質をバグの深刻度に基づい

て設定する手段として SDL に追加されました。バグ バーはプロジェクト

の開始時に定義され、これによってセキュリティ上の問題に関するリス

クの理解が深まり、開発中にセキュリティのバグを特定して修正できる

ようになります。プロジェクト チームはバグ バーについて担当のセキュ

リティ アドバイザーと交渉します。セキュリティ アドバイザーは、プロ

ジェクト固有の明確な説明と (必要に応じて) より厳格なセキュリティ要

件を追加することができます。設定済みのバグ バーは、決して引き下げ

ないでください。 

ファジー テスト (ファイルおよび RPC)。ランダム データや不適切な

データをプログラムに意図的に流し込むことで (ファジングまたはファ

ジー テストと呼ばれます) アサーション エラーやメモリ リーク、クラッ

シュを検出します。これは攻撃者のエコシステムで効果を上げた手法で、

その有効性が認められてマイクロソフトの必須のテスト手法として採用

されました。ファジー テストの手法は、当初、ファイル パーサーと RPC 

インターフェイスに重点が置かれていました。 

暗号化標準。マイクロソフト アプリケーションでの暗号化の使用につい

て、製品チームに対し、独自の非標準アルゴリズムの開発を試みるので

はなく、確立された暗号化標準の使用を義務付ける一連の要件が定めら

れました。その他の要件として、暗号化ライブラリ (CryptoAPI など) を使

用すること、ハード コードされた暗号化ソリューションを極力回避する

こと (暗号化方式の指定機能の確保)、互換性のために弱いアルゴリズム

へのフォールバックが必要な場合に、強い暗号化アルゴリズムを指定し

た上でユーザーに周到に通知することが求められます。 

ランタイム検証テスト。ファジー テストに加え、実行時の追加のプログ

ラム テストが SDL で義務付けられました。チームは、AppVerifier やその

他のツールを使用し、プログラムを予定の動作環境で実行しながら、プ

ログラムの動作を受動的に監視しレポートして対象アプリケーションの

バグを検出しました。 



 

16 
 

2006 ～ SDL 3.0 & 3.1 

ファジー テスト (ActiveX)。ファジー テストが、マイクロソフト アプリ

ケーションに搭載された ActiveX® コントロールにも拡張されました。

ActiveX コントロールは、Web サイトや他の場所にある、信頼できない

データをホスト コンピューターに挿入するためのコンジットとして使用

できます。スクリプト ActiveX コントロールでのバッファー オーバーラ

ンによって、ログイン ユーザーのコンテキストでインターネット ゾーン

からコードを実行できることがあります。 

禁止 API (Banned.h)。C ランタイム ライブラリが初めて作成されたのは 

25 年以上前ですが、そのころは今と比べて、ネットワーク接続や脅威の

環境ははるかに小さな問題でした。マイクロソフトは、バッファー オー

バーランを中心としたセキュリティ上の脅威が既知である関数を除去す

るために C ランタイム ライブラリのサブセットの廃止を決定しました。

当初、この要件は単純に不正 API の一覧の形式で表現されていましたが、

時間の経過と共にヘッダー ファイル (Banned.h) の形式となり、コンパイ

ラと一緒に使用してソース コードの不要部分を自動的に削除できるよう

になりました。 

開発のためのプライバシー標準。マイクロソフトは、お客様とユーザー

のプライバシー保護に重点を置いた、広範にわたる開発者用社内ガイド

ラインを作成しました。このガイドラインにより、開発者はユーザーの

期待、世界中のプライバシー法、およびマイクロソフトのすべての製品

とサービスでプライバシーを確保するための承認済みの手順を理解でき

るようになりました。 

オンライン サービス要件。SDL 3.1 が作成されるまでは、2 種類の異なる

セキュリティ要件が存在していました。1 つは従来の製品チームに適用

されるクライアント/サーバー アプリケーション開発用の SDL であり、

もう 1 つは MSN やその他のオンライン サービス開発に適用される別個

のセキュリティ要件です。オンライン サービス セキュリティ要件の追加

により、これら 2 つのプロセスの要素が 1 つのまとまった SDL に統合さ

れました。 
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2007 ～ SDL 3.2 

クロスサイト スクリプトの防止。SDL は、クロスサイト スクリプト攻撃 

(XSS) の軽減または攻撃の使用防止のため、入力検証や出力エンコーディ

ング、ブラックボックスの脆弱性スキャンなどのプロシージャを義務付

けました。この要件ではまた、包含原理 (ホワイト リスト) を使用した 

Anti-XSS 出力エンコーディング ライブラリの使用も定められました。 

SQL インジェクションの防止。マイクロソフトは、SQL インジェクショ

ン攻撃に対する具体的な SDL ガイダンスとして、ストアド プロシージャ

やパラメーター化クエリ、さらにはブラック ボックスのセキュリティ ス

キャンなどを盛り込みました。 

XML 解析の防止。XML 解析攻撃に対処するための要件が追加されました。

一般に、Web サービスは渡されたすべての有効な XML の解析を試みるの

で、すべてのインターフェイスでファジー テストを行って、正しい入力

検証が行われるようにすることが重要です。パーサーのファジー テスト

に加え、特定の安全なバージョンの XML パーサーの要件が追加されま 

した。 

Microsoft SDL プロセスの最初の公開版。お客様、ユーザー、その他の関

係者からの問い合わせに対応して、マイクロソフトは SDL プロセスを公

開しました。これにより、透明性が向上すると共に、マイクロソフトが

ソフトウェアの安全性確保のために使用しているプロセスとテクノロジ

についての理解が深まりました。 

2008 ～ SDL 4.0 & 4.1 

アドレス空間配置のランダム化 (ASLR)。アドレス空間配置のランダム化

が、勧告から要件に昇格しました。この要件では、return-to-libc 攻撃に対

する防御策として、すべてのネイティブ コード (C/C++) バイナリで、

ASLR を有効にすることを規定しました。ASLR の詳細については、この

ドキュメントの「セキュリティ サイエンス」で軽減機能についての説明

を参照してください。 

マネージ コード/オンライン サービスのための CAT.NET。コードの

チェックインの前にマネージ コード (.NET/C#) の静的分析が行われるよ

うに、CAT.NET の使用が規定されました。 
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クロスサイト リクエスト フォージェリ (CSRF) の防止。.NET 言語で実装

された Web アプリケーションに対する CSRF 攻撃を防止するため、ラン

ダムなセッション単位の一意のトークンの使用を定めた要件が追加され

ました。 

2009 ～ SDL 5.0 

ファジー テスト (ネットワーク)。すべてのネットワーク インターフェイ

スとパーサーに対してファジー テストの要件が拡張されました。また、

ファジー テストの許容しきい値が引き上げられました (100,000 回連続で

の成功)。 

運用セキュリティ レビュー。マイクロソフト データ センターでの実行

を意図したすべてのアプリケーションは、配置前にすべての SDL セキュ

リティ開発基準を満たしたうえで、さらに追加の運用セキュリティ レ

ビューに合格する必要があります。運用セキュリティ レビューの要件は

以前に規定されていましたが、それが SDL に統合され、オンライン サー

ビス チームに対するセキュリティ要件の統一的なフレームワークが用意

されました。 

サードパーティのライセンス供与のセキュリティ要件。既存の SDL 開発

プラクティスとセキュリティ サービス基準の対象を、マイクロソフト製

品およびサービスでライセンス供与によって使用されるすべてのサード

パーティ コードにも拡大しました。 

外部ツールのリリース。Microsoft SDL チームが公開した最初のツール 

セットです。 

 SDL 脅威モデリング ツール。セキュリティの専門家でなくても脅

威モデルの作成と分析が可能です。 

 SDL Template for Visual Studio® Team System (Classic)。Microsoft SDL 

Process Guidance Version 4.1 に関連付けられているポリシー、プロ

セス、およびツールを自動的に Visual Studio Team System ソフト

ウェア開発環境に統合するテンプレートです。 

http://www.microsoft.com/security/sdl/adopt/threatmodeling.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/security/sdl-vsts-template.aspx
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 SDL Binscope Binary Analyzer。バイナリを分析し、SDL 要件と勧告

に従って構築されていることを確認するための検証ツールです。 

 SDL Minifuzz File Fuzzer。ファイル処理コードに存在するセキュリ

ティの脆弱性が露出しないように、問題を検出するために設計さ

れた基本的なファジー テスト ツールです。 

2010 ～ SDL 5.1 

SDL に準拠した「サンプル コード」。サンプル コードは、数多くの開発

プロジェクトでテンプレートとして使用されます。サンプル コードにセ

キュリティ バグが含まれていると、多くの場合、そのサンプル コードを

利用したサードパーティのコードにセキュリティ バグが含まれます。 

マイクロソフト製品に付属のすべてのサンプル コードは、製品と同じセ

キュリティ バーを満たす必要があります。 

Microsoft SDL の簡単な実装の公開版。Microsoft SDL は、具体的な 

Microsoft のビジネス上および技術上のニーズを満たすように調整された、

定評あるセキュリティの概念に基づいています。Microsoft SDL の簡単な

実装は著作権の保護のない簡略版の SDL で、他の開発環境や開発シナリ

オおよび他のソフトウェア プラットフォームでの使用に適しています。 

外部ツールのリリース。Microsoft SDL チームが公開した 2 番目のツール 

セットです。 

 SDL MSF+Agile Template for Visual Studio Team System。SDL for Agile 

開発ガイダンスに関連付けられているポリシー、プロセス、およ

びツールを、Visual Studio Team System に付属の使い慣れた 

Microsoft Solutions Framework (MSF) for Agile ソフトウェア開発 

(MSF-Agile) プロセス テンプレートに自動的に統合する Team 

Foundation Server テンプレートです。 

 Regular Expressions (Regex) Fuzzer。正規表現で、潜在的なサービス

拒否の脆弱性をテストできる検証ツールです。 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=90e6181c-5905-4799-826a-772eafd4440a
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=b2307ca4-638f-4641-9946-dc0a5abe8513
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0baff8e8-ab17-4e82-a1ff-7bf8d709d9fb&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0baff8e8-ab17-4e82-a1ff-7bf8d709d9fb&displaylang=en
http://www.microsoft.com/security/sdl/adopt/agile.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8737519c-52d3-4291-9034-caa71855451f
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図 4: マイクロソフトにおける SDL の進歩の主なマイルストーン 

 

 
 

マイクロソフトは、10 年近くにわたり SDL やその前身を使用して定評あ

るセキュリティ プラクティスをソフトウェア開発に組み込んできました。

SDL とセキュリティ開発手法が「完成された」ものであると考えたくな

りますが、現実には、ソフトウェアに対する脅威は現在も、また将来に

わたっても常に変化します。そのため、マイクロソフトは脅威の環境を

引き続き監視すると共に、Microsoft SDL の精緻化と改善に必要な人材と

テクノロジに投資します。またサードパーティのソフトウェア開発者と

ベスト プラクティスを積極的に共有することで、すべての人にとって安

全なコンピューティング体験の実現に寄与します。 
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セキュリティ サイエンス 

軽減機能によるリスク管理の支援 

自社製品の脆弱性が世間の知るところとなったが、修正プログラムがま

だ提供できない、という状況を想像してみてください。不運ではあるけ

れど、現実に起こりうる事態です。お客様にどのような自衛策を提供で

きるでしょうか。ソフトウェア開発者として、このような状況が発生す

る前に、この質問に対する答えをよく理解しておくことが重要です。こ

の問題を事前に検討しておくことで、ソフトウェアに高度な防御機能を

組み込むことができ、後でパッチのないまたは未知の脆弱性に直面した

ときに、お客様がより実効性の高いリスク管理を行うことができるよう

になります。このような高度な防御機能は、脆弱性から生じるリスクの

一部または全部を軽減することから、一般に軽減機能と呼ばれます。 

脆弱性を軽減するためには、通常、さまざまなアプローチを取ることが

できます。たとえば、ネットワーク サービス内の脆弱性は、接続性の遮

断 (ファイアウォール)、アクセスの阻止 (認証/許可)、サービスまたは脆

弱な機能の無効化 (設定)、攻撃者の能力の制限 (封じ込め) などによって

軽減できます。いずれの場合も、攻撃者が脆弱性の悪用に成功できない

ようにするか、悪用に大きなコストがかかるようにすることが目的です。

この目的を首尾よく達成できる軽減機能が、つまりは、セキュリティ更

新プログラムの開発と配置の間、しっかりとお客様を保護できることに

なります。 
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この目的を達成するためのとりわけ注目に値するアプローチは、攻撃者

が脆弱性を悪用しようとするときに、攻撃者が使用する悪用方法を阻止

することに重点を置くというものです。悪用方法とは、攻撃者が任意の

コードを実行してユーザーのコンピューターの乗っ取りを企てたときに、

脆弱性を何かその目的に利用できる要素に変えるために開発するツール

と考えることができます。このような悪用方法を阻止またはかく乱する

ことによって、基本的には、攻撃者のツールボックスからツールを削除

して悪用を不可能にするか (最良のシナリオ)、悪用するための時間とコ

ストを増大させることができます。このような措置は、攻撃者が脆弱性

を悪用する経済的動機に直接的に影響を与えると同時に、修正プログラ

ムを開発し配置する間、お客様を保護します。このアプローチを採用し

た軽減機能は、一般に悪用軽減機能と呼ばれます。 

悪用に対する軽減機能には、この他にも軽減戦略として魅力的な特徴が

あります。多くの場合、悪用方法の阻止に必要なロジックは、アプリ

ケーションに組み込むことができます。このようなアプローチを使用す

ると、お客様は新しい脆弱性が発見されても、軽減機能を既存の環境に

組み込む必要がありません。もう 1 つの利点として、悪用に対する軽減

機能は悪用方法の阻止に重点を置いているので、一般に通常のアプリ

ケーション機能に対して透過的です。軽減機能が透過的であれば、アプ

リケーションの機能を妨げずに、悪用に対する軽減機能を既定で有効に

することができます。悪用に対する軽減機能をアプリケーションに組み

込んだうえで既定で有効にすると、既知の脆弱性または現在のところ不

明な脆弱性に対し、汎用的な保護を与えることができます。 

これらの利点を考えれば、過去数十年にわたってマイクロソフトがセ

キュリティ サイエンスを使用して悪用に対する軽減機能のテクノロジを

広範に展開してきたことも不思議ではありません。これらのテクノロジ

は、現在、Visual Studio などの開発ツールに組み込まれているほか、

Windows オペレーティング システム自体にも組み込まれています。この

レベルでの統合により、マイクロソフトとサードパーティのソフトウェ

ア開発者は、組み込み済みで既定で有効な軽減機能を使用したアプリ

ケーションを構築することができます。 
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戦法 

このドキュメントではここまで、悪用軽減機能について抽象度の高い議

論を進めてきました。以下では、悪用軽減機能のしくみをより深く理解

するため、悪用方法の阻止に使用される具体的なテクノロジと基本的な

戦法を紹介します。悪用軽減機能で使用される戦法は、不変性の強制、

人為的な多様性の増大、秘密情報の利用など、尐数の異なるカテゴリに

大別できます。以下では、これらの戦術を使用した悪用軽減テクノロジ

の具体例を中心に、これらの戦術の動作について説明します。実際には、

悪用軽減機能に対し、以下で説明する 1 つまたは複数の戦法を併用して

最大の効果を図るのが普通です。 

不変性の強制 

悪用方法の阻止に使用できる 1 つの戦術は、新しい不変性を強制して、

1 つまたは複数の悪用方法で使用される暗黙的な前提を無効化すること

です。この方法は窓とかんぬきにたとえればわかりやすくなります。攻

撃者はそれまで単純に窓を開けて侵入できましたが、今では侵入するた

めにかんぬきをどうにかする必要があります。この単純なアイデアは複

数の軽減テクノロジの形で体現されていますが、中でも注目に値するの

は、データ実行防止 (DEP) と構造化例外処理の上書き保護 (SEHOP) とい

う 2 つの軽減機能です  
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データ実行防止 (DEP) 

悪用方法の多くで、データはコードとして実行できると想定されていま

す。この想定はもともと、一般的な手法として、悪用コードがカスタム

のマシン コード (一般的にシェルコードと呼ばれます) が挿入された後、

それを実行するところから来ています (この手法は任意のコード実行と呼

ばれます)。ほとんどの場合、悪用コードはそのようなカスタム マシン 

コードを、スタックやヒープなど従来からデータ専用に使用されてきた、

プログラムのメモリの一部に格納します。古い Intel プロセッサや 

Windows XP Service Pack 2 より前のバージョンの Windows は非実行可能

メモリをサポートしていなかったので、この悪用方法は非常に確実な方

法として以前から使用されています。Windows XP Service Pack 2 での DEP 

の導入によって、データをコードとして実行できないようにできる新し

い不変性が確立されました。DEP を有効にすると、悪用コードがデータ

用のメモリ領域に直接コードを挿入して、そこからカスタムのマシン 

コードを実行することはできなくなります。 

構造化例外処理の上書き保護 (SEHOP) 

脆弱性の種類によっては、攻撃者が構造化例外処理の上書き (SEH 上書

き) と呼ばれる悪用方法を使用できます。この悪用方法では、プログラム

の実行中に例外状態の処理が生じた場合に使用されるデータ構造が破損

されます。このデータ構造を破損することによって、攻撃者はメモリ内

のどこからでもコードを実行できます。この悪用方法は、例外処理に使

用されたデータ構造の整合性に変化がないことを SEHOP が確認すること

によって軽減されます。この新しい不変性は、悪用コードが SEH 上書き

手法を使用したときに発生するデータの破損を検出することにより、そ

のような手法を使用する悪用コードを阻止できます。SEHOP は比較的新

しい軽減テクノロジで、将来のバージョンの SDL で要件に昇格する予定

です。 
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人為的な多様性の増大 

母集団に多様性を持たせることで、母集団の要素に関して行うことがで

きる普遍的仮定の数が最小限に抑えられます。この考え方のたとえとし

てよく挙げられるのが種の多様性です。新しいウィルスが発生しても、

種に多様性があれば全母集団が感染することが避けられる可能性が高ま

ります。この原理はデジタルの世界にも関係します。デジタルの世界で、

攻撃者の多くは、2 つの PC の設定が同じであると仮定します。PC で人

為的な多様性を増大させることで、このような仮定が無効になり、攻撃

者が脆弱性を確実に悪用できる状況が避けられます。人為的に多様性を

増大させる良い例は、アドレス空間配置のランダム化 (ASLR) として知ら

れる悪用軽減機能の状況で見ることができます。 

アドレス空間配置のランダム化 (ASLR) 

攻撃者は、多くの場合、プログラムが実行されるたびに (またプログラム

を実行するすべての PC で)、特定のオブジェクト (DLL など) が毎回同じ

アドレスに配置されると想定しています。脆弱性を悪用するコードが成

功するためには、基本的にこれらのアドレスが必要なので、このような

想定は攻撃者にとって好都合です。逆に攻撃者がこれらのアドレスを

ハードコードできない場合、すべての PC で機能して脆弱性を悪用できる

信頼性の高いコードを作成することが困難または不可能になる可能性が

あります。ASLR を作成する動機となったのはこのような考えでした。

ASLR は、プログラムのアドレス空間配置を多様にすることにより、数多

くの悪用方法を阻止することができます。言い換えれば、ASLR ではメモ

リ内のオブジェクトの位置がランダム化されるため、攻撃者はオブジェ

クトの位置を確実に仮定することができません。この戦法は PC によって

プログラムのアドレス空間配置がすべて異なるという効果があり、その

ことによって最終的に攻撃者はメモリ内のオブジェクトの位置について

統一的な想定ができなくなります。 
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攻撃者が知らない知識の利用 

一部のシナリオでは、攻撃者が知らないまたは容易に推測できない秘密

の情報を利用して、悪用方法を阻止できます。この戦術は単純な例で言

えば、ドアとダイヤル錠の関係にたとえることができます。膨大な組み

合わせの中から、攻撃者が正しい組み合わせを短時間で推測するのは実

際的でないため、攻撃者は簡単にドアを開けることができません。悪用

方法を阻止するという状況でも、同じ概念が等しく適用されます。この

戦術が実際に使用されている最もわかりやすい例は、マイクロソフトの 

Visual C++ コード生成セキュリティ (GS) のサポートです。 

GS 

ソフトウェアの脆弱性の中で最も広く知られている例は、スタックベー

スのバッファー オーバーフローです。この種類の脆弱性は、従来から、

関数の完了後にコード実行に使用される重要なデータを上書きすること

で悪用されます。Visual Studio 2002 の公開以降、Microsoft Visual C++ コン

パイラには /GS コンパイラ スイッチのサポートが追加されており、これ

を有効にすると、この悪用の手口を軽減するために設計された追加のセ

キュリティ チェックが使用できます。この戦法は、攻撃者が上書きしよ

うとしている重要なデータの前に、Cookie と呼ばれるランダムな値を配

置することによって機能します。次に関数の完了時にこの Cookie が

チェックされ、予期される値と同じであることが確認されます。不一致

がある場合、データは破損データとして処理され、プログラムを安全に

終了することができます。この単純な概念は、プログラムの重要なポイ

ントでデータの破損を検出することで、秘密の値 (この場合は Cookie) を

使用して特定の悪用方法を阻止する方法を示します。値が秘密であると

いう事実によって、攻撃者が必要な知識を持たない状況が創出されます。

攻撃者がこの状況を克服するのは困難です。 
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使用できる軽減機能 

図 5 および図 6 の表は、Windows XP RTM5 および 

Windows Server® 2003 RTM 以降の各バージョンの Windows オペレーティ

ング システムについて、使用できる悪用軽減テクノロジの要約を示して

います。「有効化可能」と記載された悪用軽減機能は、既定では無効で

すが、個別のアプリケーションでその機能を明示的に有効化することが

できます。「無効化可能」はその逆です。 

図 5: Windows クライアント SKU で使用できる悪用軽減機能  

 

 

                                                     

5 RTM は「Released To Manufacturing」の頭文字で、基本的にはサービス パックがインストールされて

いないことを意味します。 
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図 6: Windows サーバー SKU で使用できる悪用軽減機能 

 

軽減機能の導入状況 

これまでに説明された悪用軽減テクノロジの効果は、それが Windows 上

で動作するアプリケーションに導入されているかどうかに大きく依存し

ます。つまりアプリケーションをビルドする際には、GS などのコンパイ

ラの軽減機能を有効にする必要があります。また DEP や ASLR など、現

在、明示的に有効にする必要があるプラットフォームの軽減機能につい

ては、サポートを適切に有効化する必要があります。これらの軽減機能

をすべて適切に有効にしなければ、攻撃者は本来なら使用できなかった

ツールや手法を使用することができ、脆弱性を利用した攻撃が容易にな

ります。 
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ここで 1 つの疑問が浮かんできます。効果が機能の導入に依存するのな

ら、現在どれだけのアプリケーションでこれらの軽減テクノロジが導入

されているのでしょうか。マイクロソフトはこの疑問に可能な限り正確

に答えるため、世界中に数百万人のユーザーを持つ、41 種類の人気アプ

リケーションの最新バージョンについて、DEP と ASLR の設定を調査しま

した。この調査の結果、DEP は調査対象のアプリケーションの 71% で完

全に有効でしたが、ASLR が完全に有効なのはわずか 34% のみというこ

とが明らかになりました。以下では、収集されたデータの詳細な分析結

果を説明します。 

ASLR の導入状況 

ASLR の導入状況について検討する前に、実際にアプリケーションで 

ASLR を有効にする方法を理解することが重要です。ASLR のサポートを

有効にするには、アプリケーションで /DYNAMICBASE フラグを指定して、

その実行可能イメージ (EXE または DLL) にリンクする必要があります。

このフラグは、該当するバージョンの Windows オペレーティング システ

ムに対し、イメージが ASLR 対応であることを指定します。このフラグが

指定されていないイメージはアプリケーションの実行時に Windows によ

るランダム化が行われないため、同じアドレスに読み込まれる可能性が

高くなります。ランダム化が行われない場合、攻撃者はプログラムのア

ドレス空間で足掛かりを予測できるようになり、それを使用して攻撃を

加えられるため、ASLR の実効性が大幅に損なわれます。したがって、

ASLR の効果を最大限に利用するには、アプリケーションに含まれるすべ

ての実行可能イメージでこのフラグを指定してリンクを実行する必要が

あります。/DYNAMICBASE フラグは Visual Studio 2010 では既定で有効で

すが、それより前の Visual Studio では開発者がプロジェクト設定で明示

的にこのフラグを有効にする必要があります。これらの既定値は、プロ

グラムのアドレス空間配置についての仮定を行うアプリケーションに対

し、互換性を確保するように設計されています。 
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実際には、調査対象の 41 種類のアプリケーションのうち、ASLR のサ

ポートを完全に有効にしていたのが 34%、部分的に有効だったのが 46% 

で、20% はそのイメージをまったくサポートしていませんでいた (図 7)。

このデータから、広く普及している個人ユーザー向けアプリケーション

の多くが、現時点でまだ ASLR のサポートを完全に有効にしているわけで

はないことがわかりました。 

図 7: ASLR が完全に有効、一部有効、または無効なアプリケーションの割合 
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図 8 のグラフは、それぞれのアプリケーションが属する市場セグメント

別の ASLR の導入状況を示します。このデータから、いくつか注目に値す

る情報が読み取ることができます。まず 1 点目として、調査対象のすべ

ての Web ブラウザー クライアント (Windows Internet Explorer® など) で、

ASLR のサポートが有効です。残念ながら、調査対象のブラウザー プラグ

インの 70% でサポートが無効でした。これは既定のブラウザー インス

トール環境では ASLR が有効ですが、ブラウザー プラグインの存在に

よって ASLR の効果が損なわれている可能性が高いことを意味します。

2 点目として、今回の分析対象である 5 種類のセキュリティ製品のうち、

ASLR のサポートが有効だったのはわずか 1 つだけでした。セキュリティ

製品は本質的に信頼できないデータにさらされるため、ASLR の導入が限

定的な場合、攻撃者はセキュリティ製品の脆弱性を悪用しやすくなり 

ます。 

図 8: ASLR が完全に有効、一部有効、または無効なアプリケーションの割合 (市場セグメント別)  

 

またこのデータの地域的特色を調べるために、調査対象の全アプリケー

ションの中から、フランス、ドイツ、ロシア、英国の各国で普及率が高

いことが知られているアプリケーションについて検討しました。対象と

なったアプリケーションの合計数は、フランスが 31、ドイツが 33、 

ロシアが 29、英国が 31 です。この結果を図 9 に示します。 
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図 9: ASLR が完全に有効、一部有効、または無効な調査対象アプリケーションの割合  

(フランス、ドイツ、ロシア、英国) 

  

  

 

ASLR の公開から 4 年以上が経過しているにもかかわらず、ほとんどの市

場セグメントで ASLR の導入が非常に停滞していることがこのデータから

明らかです。そのため、多くのアプリケーションが必要なセキュリティ

機能を備えておらず、本来よりも攻撃者が脆弱性を悪用しやすい状態に

あると言えます。ただし、Web ブラウザー クライアントと、それよりは

やや务るものの電気通信ソフトウェア (IM クライアントなど) については、

現在この例外のようです。もっともこの種のアプリケーションがイン

ターネット上でさらされている、信頼できないデータの量を考えれば、

他のアプリケーションに先駆けて ASLR を導入していることは驚きではあ

りません。 
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必要なアクション:  

 ソフトウェア開発者は、必ず /DYNAMICBASE リンカー フラグを

設定してアプリケーションをビルドしてください。 

 ソフトウェア ユーザーは、ソフトウェア ベンダーに対し、

/DYNAMICBASE リンカー フラグを指定してアプリケーションをビ

ルドするよう要求してください。 

 Microsoft SDL BinScope ツールを使用して、対象アプリケーション

の /DYNAMICBASE 設定を確認してください。 

DEP の導入状況 

DEP は ASLR と異なり、イメージ ファイル単位ではなくプロセス単位で

有効にします。すべての 64 ビット アプリケーションで自動的に有効で

すが、Windows オペレーティング システムのクライアント バージョンで

実行される 32 ビット アプリケーションでは明示的に有効にする必要が

あります。32 ビット アプリケーションで DEP のサポートを明示的に有

効にする必要があるのは、DEP を考慮せずに作成されたソフトウェアと

のアプリケーションの互換性を確保するためです。アプリケーションで 

DEP を有効にするには、/NXCOMPAT フラグを指定して EXE をリンクす

る方法や、実行時に SetProcessDEPPolicy API を呼び出す方法など、複数の

方法があります。これらのいずれかの機構を使用して DEP を有効にする

と、その後は永久に有効なままです。言い換えると、アプリケーション

の実行中に DEP を後から無効にすることはできません。DEP はプロセス

単位で有効に設定するので、すべての実行可能イメージに対して設定が

必要な特別なフラグはありません。 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=90e6181c-5905-4799-826a-772eafd4440a
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ソフトウェア ベンダーによる DEP の導入率の高さは、DEP がアプリケー

ションに対して設定が容易なことに起因すると考えられます。図 10 のグ

ラフで示すように、調査対象のアプリケーションのうち 71% で DEP が有

効で、無効なアプリケーションは 29% でした。調査対象のアプリケー

ションのほとんどで DEP が有効であることには、2 つの要因が関係して

いると考えられます。1 つ目の要因として、DEP が Windows XP Service 

Pack 2 で初めて提供されたのに対し、ASLR は Windows Vista® で初めて

公開されたにすぎないということです。開発者は DEP をテクノロジとし

て導入し、導入に伴う障害を解決するための十分な時間がありました。

2 つ目の要因は、ほとんどの場合、アプリケーションで DEP を有効にす

るプロセスが比較的単純だという点です。ブラウザー プラグインの場合

は、DEP の設定がホスト側のブラウザーの設定に依存するので、この

データから除外されています。 

図 10: DEP が有効だった調査対象アプリケーションの割合 
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図 11 のグラフは、同じデータについて、それぞれのアプリケーションが

属する市場セグメント別の内訳を示します。ASLR の導入に関するデータ

と同様、調査対象のすべての Web ブラウザー クライアントで、DEP のサ

ポートが有効です。同様に、各市場セグメントの尐なくとも半分のアプ

リケーションで、DEP のサポートが有効です。 

図 11: DEP が有効または無効なアプリケーションの割合 (市場セグメント別) 

 

 

またこのデータの地域的特色を調べるために、対象の全アプリケーショ

ンの中から、フランス、ドイツ、ロシア、英国の各国で普及率が高いこ

とが知られているアプリケーションについても検討しました。対象と

なったアプリケーションの合計数は、フランスが 22、ドイツが 25、ロシ

アが 23、英国が 23 です。ブラウザー プラグインは除外しました。この

結果を図 12 に示します。 
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図 12: DEP が完全に有効または無効な調査対象アプリケーションの割合 (フランス、ドイツ、ロシア、英国) 

  

  

 

必要なアクション:  

 ソフトウェア開発者は、必ず SetProcessDEPPolicy または 

/NXCOMPAT リンカー フラグを有効にしてアプリケーションを設

定してください。 

 ソフトウェア ユーザーは、ソフトウェア ベンダーに対し、アプ

リケーションで DEP を有効にするよう要求してください。 
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 Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)、Sysinternals Process 

Explorer、または次の図のように組み込みの Windows タスク マ

ネージャーを使用して、対象アプリケーションの DEP 設定を確認

します。 

図 13: Windows タスク マネージャー 

 

ソフトウェアでの軽減機能の有効化 

このドキュメントでは、既知の脆弱性および未知の脆弱性の両方によっ

て発生するリスクを軽減するうえで、悪用軽減機能が価値あるツールで

ある理由を説明しました。マイクロソフトは悪用軽減テクノロジの価値

を確信し、製品チームがソフトウェアを開発するときにこれらの機能を

使用するように、必須要件を SDL に統合しています。実際、これらの軽

減機能の効果は、Windows オペレーティング システム上で動作するアプ

リケーションに導入されているかどうかに大きく依存します。広く普及

している個人ユーザー向けアプリケーションの調査結果では、多くのア

プリケーションで DEP が有効であるが、ASLR については大多数がまだ完

全に有効にしているわけではないことがわかりました。この状況を改善

するために、ソフトウェア ベンダーは一致団結してそれぞれの製品でこ

れらの軽減テクノロジおよびその他の軽減テクノロジを有効にする必要

があります。またマイクロソフトはこの目標に向けて、ソフトウェア ベ

ンダーがそれぞれの製品においてさまざまな悪用軽減テクノロジを有効

にするのを支援するためのガイダンスを提供します。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb430720.aspx. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb430720.aspx
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結論 

大規模なソフトウェア プロジェクトの開発中に、脆弱性が入り込まない

ように完全に防止することは不可能です。業界全体の長期的傾向は、ソ

フトウェア業界全体で毎年数千ものセキュリティ脆弱性が発見されてい

ること、またこれらの脆弱性のほとんどが重大度が高いうえに比較的容

易に悪用できることを示しています。 

マイクロソフトは、SDL とセキュリティ サイエンスを使用し、マイクロ

ソフトのお客様とインターネット ユーザーの保護を支援するため、マイ

クロソフトのソフトウェアとサービスにおいて脆弱性を低減し、脅威の

軽減を実現することで進歩を果たしました。このレポートの調査結果は、

世界で広く使用されているアプリケーションの多くが、Windows オペ

レーティング システムに組み込まれたセキュリティ リスク軽減機能を活

用しているものの、まだ改善の余地があることを示しています。 

現在 SDL を使用していない独立系ソフトウェア ベンダーおよびソフト

ウェア開発組織の皆様は、SDL を適用してそのメリットを得られること

をお勧めします。 
 

SDL、開発組織における SDL の使用方法、および安全な開発がもたらす

メリットについては、次を参照してください。 
http://www.microsoft.com/sdl  
 

マイクロソフトのセキュリティ サイエンスについては、次を参照してく

ださい。 
http://www.microsoft.com/msec  
 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/sdl
http://www.microsoft.com/msec
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