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序文 

 

範囲 

マイクロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート (SIR) では、ソフトウェアの脆弱性、

ソフトウェアの脆弱性への攻撃、悪意のあるソフトウェア、および望ましくない可能性のあるソ

フトウェアに焦点を当てています。過去のレポートおよび関連リソースは、www.microsoft.com/ja-

jp/security/resources/sir.aspx からダウンロードできます。読者の組織、ソフトウェア、およびユ

ーザーの保護に役立つ SIR の本スペシャル エディションのデータ、考察、ガイダンスをぜひご覧

ください。 

レポート期間 

SIR の本スペシャル エディションでは、過去 10 年間の情報の概要を示しています。入手可能な

場合は 10 年間全体の傾向を表すデータが含まれています。10 年間全体のデータを入手できない

場合は、それより短い期間の傾向を表すデータを示しています。一般的に、脆弱性の発覚は四半

期ごとに一貫したものではなく、その年のある一定の期間に偏って発生することもよくあるため、

最近の SIR では脆弱性の発覚に関する統計は半年をベースにしています。 

レポートの中で、半年および四半期の期間をそれぞれ nHyy または nQyy の形式で示しています。

yy は暦年、n は半年または四半期を示します。たとえば、1H11 は 2011 年の上半期 (1 月 1 日～ 

6 月 30 日)、2Q11 は 2011 年の第 2 四半期 (4 月 1 日～ 6 月 30 日) を表します。本レポートの統

計を検討するときは、混乱を防ぐために、常に該当のレポート期間または複数のレポート期間に

ご注意ください。 

規則 

本レポートでは、マルウェア ファミリおよび亜種、望ましくない可能性のあるソフトウェアに

ついて、Microsoft Malware Protection Center (MMPC) の命名基準を使用しています。この基準

に関する情報については、MMPC の Web サイトの「Microsoft Malware Protection Center Naming 

Standards (マイクロソフト マルウェア プロテクション センターの命名基準)」ページをご覧くだ

さい。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/security/resources/sir.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/security/resources/sir.aspx
http://www.microsoft.com/security/portal/Shared/MalwareNaming.aspx
http://www.microsoft.com/security/portal/Shared/MalwareNaming.aspx




 

 

 

 

 

 

はじめに 

この 10 年間でインターネットが広く普及したのに伴い、マルウェア (悪質なソフトウェア) も進

化し、さらに巧妙になっています。初期のマルウェアは人目を引く迷惑な攻撃を目的としていま

したが、今日ではその目的はさらに悪質化し、盗難およびその他の違法行為が中心になっていま

す。マルウェアは組織にとって、より重大な懸念事項になっています。2002 年以前はインター

ネット接続は多くの組織でまだ規則の例外とされていましたが、21 世紀の最初の 10 年のうちに

標準的なものになりました。 

今日では、インターネット接続は個人のコンピューターと大小の組織のネットワークだけでなく

ゲーム機やスマートフォンなどの機器にも広がっています。また、コンピューティング パラダ

イムの変化に伴い、組織、政府、および市民をマルウェアから保護することはますます難しくな

っています。 

2002 年に開始された信頼できるコンピューティング (Microsoft Trustworthy Computing) では、マ

イクロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート (SIR) を発行し、ユーザーおよびその他の

関係者に脅威の状況の変化についてお知らせしています。SIR では、世界中の包括的な脅威の情

報をお伝えしています。 
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2002 年と現在のパーソナル コンピューティング 

この 10 年間、マルウェアおよびその他の大きな問題が明らかになりましたが、コンピューター 

ユーザーは技術革新の恩恵を享受し続けてきました。このセクションでは、2002 年と 2012 年現在

のコンピューティングを取り巻く状況の基本的な「当時と現在」の姿を、PC、モバイル コンピ

ューティング、およびオンライン サービス (クラウドの先駆け) の 3 つの分野について説明しま

す。 

PC 

2002 年までは、PC の CPU にはシングルコア アーキテクチャが使用され、処理速度は 2.0 GHz 

を超える程度でした。2001 年には Windows XP が発売されましたが、この OS の要件は 64 MB 

の RAM であり (128 MB を推奨)、512 MB の構成が一般的でした。ハード ディスク ドライブの

サイズは 120 GB まで、LCD モニターが次第に一般的になりつつありました。周辺機器には USB 

接続が広く使用されていましたが、速度の速い USB 2.0 仕様は最近承認されたものであるため、

当時はまだ使用できませんでした。 

2012 年初めにはマルチコア CPU が一般的であり、速度は 4.0 GHz を超え、2002 年のシステム

と比較して数倍速くなりました。2009 年に Windows 7 が発売されましたが、この OS の要件は 

1 GB の RAM (2 GB を推奨) です。一般的なハード ディスク ドライブのサイズは 2002 年の 5 倍

の 600 GB ～ 1 TB 超です。米国では 23 インチ モニターの価格は 200 ドルもしませんし、LED テ

クノロジ (従来の LCD テクノロジを改良) を搭載したモニターが普及しています。新しい接続技

術である USB 3.0 が普及しつつありますが、USB 2.0 が最も広く使用されている規格であること

に変わりはありません。 

モバイル コンピューティング 

2002 年には、最速のノート PC の CPU がやっと 1.0 GHz に届きました。512 MB の RAM は一般

的な構成であり、ハード ディスク ドライブは 20 GB ～ 30 GB でした。DVD/CD-RW の組み合わ

せのドライブはまだ珍しく、CD-ROM ドライブが一般的でした。高音質と高解像度 (HD) ディス

プレイはユーザーの憧れであり、スマートフォンは 2005 年にやっと登場しました。 

2012 年には、ノート PC の CPU 速度は 2002 年の 3 倍になり、3.0 GHz を超えるクロック速度が

普及しています。一般的に RAM は 2 GB ～ 4 GB になりましたが、これは 2002 年の 4 ～ 8 倍で

す。ハイエンド ノート PC なら 8 GB 程度になっています。一般的なハード ディスク ドライブは 

500 GB ～ 600 GB、2002 年のノート PC のドライブの 25 倍程度になり、新しいソリッド ステー

ト ハード ドライブは非常に高速です。Web カメラやパスワードに代わる顔認識技術を搭載した 

HD ディスプレイが実在します。DVD/RW ドライブは標準となり、高解像度 Blu-ray 技術でのビ

デオ再生がサポートされているものも多くなっています。しかし、ノート PC の中にはこれらの

付属品を切り捨て、最小限の機能で軽量化を実現したものもあります。高品質のオーディオ  
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オプションも次第に一般化しています。 

イーサネットのデータ伝送速度規格は進化を続けています。1 秒あたり 1,000 メガビット (Mbps) 

のデータ伝送速度をサポートするギガビット イーサネットはこの 10 年間で広く使用されるよう

になり、10 ギガビット イーサネットが IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) の規

格として認められました。しかし、これらの規格は、銅線、ケーブル (同軸ワイヤー)、および光

ファイバー接続に適用されるものです。2002 ～ 2012 年の間には、無線ネットワーク接続が広く

行われるようになり、現在利用されているモバイル デバイスは増加し続けています。2012 年に

は、一般的に、デスクトップ PC とノート PC のどちらにも有線および無線の接続オプションが

用意されています。 

オンライン サービス (クラウドの先駆け) 

消費者側から見ると、2002 年にはさまざまなオンライン支払サービスを利用できるようになり

ました。これらのサービスにより、Amazon.com や eBay (両社とも 1995 年に開業) などのイン

ターネット商取引(e コマース) を行うサイトの成長が促進されました。2002 ～ 2012 年の間に、

e コマースは爆発的な人気を得ました。 

この 10 年間には、大衆文化とエンターテイメント業界に大きな影響を与えた現象が起こりました。

音楽やビデオをデジタル化したコンピューター ファイルとして提供できるようになり、インタ

ーネット上で共有できるようになったのです。おそらく最もよく知られているファイル共有サー

ビスである Napster は 1999 年に開業し、2001 年 7 月に取引を停止しました。しかし、ファイル

共有モデルは他にも現れ、一般的になりました。 

また、インターネットの成長とブロードバンド接続の普及により、初の定額 (月額) 制ストリーミ

ング オンデマンド音楽サブスクリプション サービスの Rhapsody (2001 年 12 月開業) などのオ

ンライン サービスが生まれました。 

クラウド コンピューティングの概念はしばらく前から存在していましたが、クラウド コンピュ

ーティング サービスを初めて商業的に利用できるようになったのは 2002 年でした。それ以来、さ

らに柔軟なオプションが提供されるようになり、大小の企業にとっても個人にとってもクラウド 

コンピューティングはますます魅力を増し、実現性の高いものになりました。現在、クラウド 

コンピューティングのアーキテクチャには、ネットワーキングやストレージなどのコンポーネン

トを提供する IaaS (infrastructure as a service)、データベースやアプリケーションを実行する 

Web サーバーなどのプラットフォームを提供する PaaS (platform as a service)、完成した、また

は完結したサービスとしてソフトウェア アプリケーションやソリューションを提供する SaaS 

(software as a service) が含まれています。 

2012 年には、次の重要なコンピューティング パラダイムとしてのクラウド コンピューティング
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の可能性についてはほぼ合意が形成されています。そのテクノロジは多くの組織から受け入れら

れており、クラウド コンピューティング モデルは発展を続けています。 

マルウェアの起源 

マルウェアが多くのコンピューター ユーザーに知られるようになったのは、Melissa (1999 年) と 

LoveLetter (2000 年) による感染の蔓延によります。どちらも電子メールをベースにしたものであ

り、LoveLetter は感染した電子メール添付ファイルによって広がりました。添付ファイルを開く

と、マルウェアによってユーザーの PC 上のさまざまな種類のファイルが上書きされ、電子メー

ル アドレス帳にある宛先に LoveLetter が自動的に送信されました。 

LoveLetter はまたたく間に、この種のものとしてはその時点で最も損害の大きな事件になりました。

Melissa と LoveLetter には、その損害にもかかわらず、3 つの効果があったと言えます。第 1 に

コンピューター マルウェアに対する精査が行われるようになったこと、第 2 に (メッセージを受

け取って慌てた数多くのユーザーが友達に知らせることにより) コンピューター マルウェアに関

する社会的な意識が高まったこと、第 3 にバックアップの重要性が強調されたこと (バックアッ

プがない場合、LoveLetter に感染するとファイルが上書きされ失われるため) です。 

2001 年には、さらに悪質で直接的なマルウェアの脅威が目立つようになり、ユーザーが操作を

しなくても感染を広げるマルウェアが現れました。この種のマルウェアには、Code Red として

知られるワームがあります。これは 2001 年 7 月にインターネット上で発見されたもので、

Microsoft Internet Information Services (IIS) を実行しているサーバーをターゲットにしていました。

少なくとも 1988 年以降にはワームは検出されていましたが、Microsoft Malware Protection 

Center (MMPC) の研究者によると、Code Red にはファイル コンポーネントがないためワームの

完璧な例であるとされています。Code Red は転送時または感染したコンピューターのメモリ内

で検出する必要があります。当時、ファイルベースのマルウェアを検出する従来のデスクトップ 

マルウェア対策製品ではこれを検出できませんでした。 

Code Red は TCP ポート 80 を介して広がりましたが、このチャネルはインターネットの Web ク

エリに一般的に使用されているチャネルと同じです。このため、このような攻撃に対して Web 

サーバーのセキュリティを保護する必要が出てきました。しかし、Web ブラウザーの機能を使

用するために他のコンピューターにはポート 80 へのアクセスが必要です。Code Red に感染した

コンピューターの一部が同様に TCP ポート 80 を介して感染を広げた Win32/Nimda に続けて感

染したため、確認は困難でしたが、Code Red による損害は LoveLetter によるものほど大きくは

なかったかもしれません。 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Melissa
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=loveletter
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=CodeRed
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=nimda
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Win32/Nimda はマルウェアのカクテル、つまり脅威の混合とでも言うものであり、今日まで続

くマルウェア作成の流れの発端になっています。Win32/Nimda は、以前のマルウェアが残した

バックドアを利用するなど、少なくとも  5 つの異なる攻撃ベクトルを使用していました。

Win32/Nimda は以前のマルウェアに続いてすぐに発生したため、作成にかける時間はあまりあ

りませんでした。そのため、Win32/Nimda は 1 人のマルウェア コーダーではなく、チームによ

って開発されたと広く信じられています。 

Win32/Nimda は、作成者が誰であるかに関係なく、ネットワークに接続されたコンピューター

に保護を行わなかった場合、数時間、いや数分のうちに乗っ取られ所有者の意思に反して使用さ

れる可能性があることがわかっています。数十万ものコンピューターが Win32/Nimda に乗っ取

られ、その多くが中規模～大規模企業の有名な Web サイトやメール サーバーを操作しました。

合計では、50,000 を超える重要なインターネット サイトが感染しました。また、Win32/Nimda 

が発見されたのが 2001 年 9 月 11 日のテロリストによる攻撃のわずか 1 週間後の 9 月 18 日で

あり、多くのセキュリティ専門家を不安にさせたという事実に気付いたのは 1 人ではありません。 

また、2001 年には、無害に見える電子メール メッセージからマルウェアが出現しました。この

マルウェアは、コードも埋め込まれておらずファイルも添付されていないメッセージから発生し

ましたが、これは URL を利用したものでした。これらのメッセージでは、ユーザーの気を引い

て URL をクリックさせるというソーシャル エンジニアリング戦略が使用されました。その URL 

をクリックすると表示される Web サイトには、ユーザーの PC で好ましくない操作を実行する

ように設計されたエクスプロイトがプログラミングされていました。 

2001 年には、マルウェアの意図するところかどうかは不明ですが、コンピューターから情報を

盗み出す、感染が蔓延した初のマルウェア Win32/Sircam も発生しました。Win32/Sircam の感染

によってウクライナ大統領のプライベートな旅程が予期せず公表されてしまう事件がありました。 

 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=sircam
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マイクロソフト 信頼できるコンピューティング 

2002 年 1 月 15 日、マイクロソフト会長のビル・ゲイツがマイクロソフトおよびその子会社の常

勤従業員全員にメモを送りました。このメモには、ビジネスの中心的なコンポーネント、つまり

信頼できるコンピューティング (TwC: Trustworthy Computing) と呼ばれる概念へのマイクロソフ

トのアプローチに関する抜本的な見直しが提案されていました。 

TwC とは、堅固なビジネス プラクティスに基づきより安全でプライバシーの保たれた信頼性の

高いコンピューティング体験を実現するためのマイクロソフトの取り組みです。TwC が SIR で公

表した情報の大部分は、Microsoft Malware Protection Center (MMPC)、Microsoft Security 

Response Center (MSRC)、および Microsoft Security Engineering Center (MSEC) の 3 つのセキュ

リティ センターによるものです。これらのセキュリティ センターでは、詳細な脅威の情報、脅

威の対応、およびセキュリティ サイエンスを公表しています。その他の情報は、マイクロソフ

ト、およびマイクロソフトのグローバルな IT サービスを管理するグループである Microsoft IT 

(MSIT) の製品グループによるものです。SIR はマイクロソフトの顧客、パートナー、およびソフ

トウェア業界に脅威の実情に関する包括的な知識を提供し、ご自身とその資産を犯罪活動から保

護するのに役立てていただくことを目的にしています。 

次の図は、TwC 開設後の前半 5 年間における重要な活動と出来事、およびいくつかの重大なマ

ルウェア関連事件を示したものです。 

 

図 1. 脅威の状況における重大事件と重要な出来事 (2002 ～ 2006 年) 
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2002-2003 

Melissa と LoveLetter で始まったマスメーリング マルウェアの時代は 2002 ～ 2003 年にも続き、

スパムの数は飛躍的に増加しました。このマルウェアの多くはマクロおよび  Microsoft Visual 

Basic のスクリプト機能を使用していました。Microsoft Office XP バージョンの Microsoft Excel 

および Office 2003 バージョンの Microsoft Word が XML 形式のデータ ファイルに対応し、これ

らのプログラムのセキュリティ機能によってこのマルウェアの大部分は無効になりました。 

2003 年、マイクロソフトではセキュリティ更新プログラムを毎月定期的に発行するようになり、

現在まで続いています。マイクロソフトはこのプログラムで、顧客に対し定期的にタイムリーな

更新プログラムを提供し始めました。更新プログラムには、セキュリティ関連のものとそれ以外

のものとがあります。セキュリティ関連の更新プログラムは毎月第 2 火曜日 (米国日付) に、セ

キュリティ以外の更新プログラムとオプションの更新プログラムは毎月第 4 火曜日 (米国日付) 

に提供されています。 

2004 

2004 年、マイクロソフトはさまざまなセキュリティ更新プログラムと改善内容が含まれた 

Windows XP Service Pack 2 (SP2) を発表しました。SP2 はマイクロソフトの開発者とセキュリテ

ィ専門家の多大な努力の結果として生まれました。これは、マイクロソフトがその時点でインタ

ーネットのグローバルな接続を介したマルウェアの問題の増加についていかに深刻に捉えていた

かを、おそらく最も明確に示したものと言えるでしょう。SP2 は大きな効果を上げ、マイクロソ

フトをはじめとする業界各社が犯罪からユーザーを保護する過程の重要なできごとになりました。 

2004 年は、利益を得ることを目的とした重大なマルウェアが初めて現れた年でもあります。 

マスメーリング ワームの一種である Win32/Mydoom によりボットネットの初期の例の 1 つが作

られました。ボットネットとは、攻撃者によってひそかに、また不法に制御された一連のコンピ

ューターであり、攻撃者がスパムの送信、フィッシング攻撃で使用されるページのホスト、パス

ワードや機密情報の盗難、他のマルウェアの拡散などの操作を行うように命令するものです。 

マルウェアの犯罪化 

初期のマルウェアの多くは破壊的で、クリーンアップのコストや生産性の低下の観点から損害の

大きなものでしたが、その多くはいたずらとして作成されたり、オンライン ハッカー コミュニ

ティでの作成者のステータスを向上させる手段として作成されたりしていました。2004 年に 

Win32/Mydoom が現れ、マルウェアの作成者が、マルウェアによって盗難、脅迫メール、利益

を目的としたその他の犯罪活動を行う機会に注目していることが明らかになりました。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=mydoom
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2005 

2005 年に Win32/Zotob ワームが発見されました。Win32/Zotob は当初予想されたよりも広がり

ませんでした。このワームは Windows Internet Explorer のセキュリティ設定を低下させることを

狙ったもので、ポップアップ ブロック機能を妨害して Web サイトに広告を表示させることによ

ってハッカーが支払いを受けることを目的としており、利益を目的とするマルウェアのもう 1 つの

例と言えます。 

2005 年後半に Win32/Zlob というトロイの木馬が広がり始めました。これは、ユーザーにスパイ

ウェアを警告し、偽のスパイウェア対策ソフトを購入させようとするポップアップ広告が表示さ

れるもので、このポップアップ広告により実際にユーザーを別のサイトにリダイレクトし、他の

問題を引き起こします。Win32/Zlob も、マルウェア作成者が利益を得ようとして犯罪を起こし

ているということを示しています(Win32/Zlob の詳細については、このレポートの「脅威は時が

たつにつれてどのように進化してきたのか」セクションを参照してください)。 

マイクロソフトは 2005 年以前に特定の種類のマルウェアに対応するセキュリティ更新プログラ

ムを発表しました。たとえば、Slammer というマルウェアに対応するマイクロソフト セキュリ

ティ情報 MS02-039 は 2002 年 7 月に公表されました。2005 年 1 月には、悪意のあるソフトウ

ェアの削除ツール (MSRT: Malicious Software Removal Tool) の最初のバージョンが発表されまし

たが、これは最新バージョンの Windows を実行しているコンピューターから特定の蔓延してい

る悪質なソフトウェアを削除するものです。マイクロソフトは毎月新しいバージョンの MSRT を

作成し、Windows Update/Microsoft Update でユーザーのコンピューターに自動的にダウンロー

ドできるようになっています。その後、1 回実行するとマルウェアの感染が確認され削除されま

す。 

MSRT を一貫して自動的に使用できることは、クリーンなコンピューティング エコシステムの維

持に役立っています。たとえば、2011 年前半に MSRT は毎月平均 6 億台を超える世界中のコン

ピューターで実行されました。しかし、MSRT は予防的なマルウェア対策製品に代わるものでは

なく、感染後の削除ツールです。マイクロソフトでは、最新の予防的なマルウェア対策製品の使

用を強くお勧めします。 

技術的に巧妙になり組織化された犯罪者が技術を駆使してテクノロジ ユーザーを出し抜くよう

になったため、2005 年に MMPC が設立されました。これには、新しく現れる脅威と既存の脅威

からマイクロソフトの顧客を保護すること、および世界的なマルウェア対策の研究を行い、対応

策を施して、マイクロソフトのセキュリティ製品およびサービスをサポートすることの 2 つの使

命があります。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Zotob
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Zlob
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さらに最近では、マイクロソフトは、弁護士、調査員、技術アナリスト、および他の専門家から

構成される世界的なチームである Microsoft Digital Crimes Unit (DCU) を設立しました。DCU の

使命は、オンラインの安全性に対する詐欺やその他の脅威の防御に役立つ、強い実行力、世界的

なパートナーシップ、ポリシー、および技術ソリューションを通じてインターネットの安全性を

高めること、および技術によって容易になった犯罪から子供を守ることです。 

次の図は、TwC 開始後の後半 5 年間における重要な出来事、およびいくつかの重大なマルウェ

ア関連事件を示したものです。 

 

図 2. 脅威の状況における重大事件と重要な出来事 (2007 ～ 2011 年) 

 

 

マイクロソフトは、MMPC と DCU を作成することに加えて、業界全体でのより緊密な協力関係

を推進し、セキュリティ活動を通じて他者を助ける過程で学んだ教訓を共有することに尽力して

きました。その一例が、Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet (ICASI) 

です。これは、マイクロソフトが Intel Corporation、IBM、Cisco Systems、および Juniper Networks 

と共同で 2008 年 6 月に設立した団体です。設立以降、Amazon.com と Nokia も会員となってい

ます。 

ICASI は、複雑なセキュリティ上の脅威に対処し、世界の組織、政府、および市民をサポートす

る重要な IT インフラストラクチャの保護をさらに強化するという目標を掲げるグローバル企業

間で協力関係を推進しています。 
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脆弱性 

脆弱性とは、攻撃者がソフトウェアまたはソフトウェアが処理するデータの整合性、可用性、ま

たは機密性を低下させることができるようにするソフトウェアの弱点のことです。一部の最悪の

脆弱性では、攻撃者がセキュリティの低下したコンピューターを悪用して、ユーザーの知らない

うちに任意のコードを実行させることができます。 

過去 10 年間は、世界各地の IT 組織におけるリスク管理に影響を及ぼし続ける脆弱性の発覚とそ

れに続く変化を見直すための非常に興味深い期間となりました。図と傾向を調べる前に、業界の

脆弱性に関して過去 10 年間を簡単に振り返るのが適切です。 

成熟の 10 年間 

2002 年、MITRE1 は『A Progress Report on the CVE Initiative』(PDF) を公表しました。この文書

には、一貫性と共通性がある脆弱性情報 (一意のネーミングに特に注意が払われています) を作成

するための多年にわたる活動に関する最新情報が記載されていました。その目的は、IT 業界が脆

弱性と危険にさらされる状態をより簡単に評価し、管理し、対策を施せるようにすることでした。

CVE 活動とデータが、後に国立標準技術研究所  (NIST) が管理する  National Vulnerability 

Database (NVD) の中核となりました。このデータベースは、規格に基づく脆弱性管理データを

米国政府が保管するための場所です。このデータは、SIR で言及されている業界の脆弱性に対す

る主要な脆弱性指標となります。 

2002 年は、脆弱性の商業市場が始まった年でもありました。iDefense が脆弱性情報の提供者に

報酬を支払う Vulnerability Contributor Program を開始しました。 

2003 年には、米国インフラストラクチャ諮問委員会 (NIAC) があるプロジェクトを依頼しました

が、これは公開される一般的な脆弱性スコアリング システムを提案して、これらの欠点に対処

し解決するためであり、究極の目標は脆弱性とその影響について共通の理解を促進することです。

このプロジェクトは、2004 年後期に Common Vulnerability and Scoring System の採用を推奨す

るレポート (PDF) (CVSSv1) として結実しました。脆弱性の深刻度 (スコア) 情報は、大きな前進で

した。これにより、業界全体でベンダーからは中立の立場で脆弱性を評価するための標準的方法

が確立したためです。 

2007 年には、CVSS が更新され、開始以降 CVSS を実際に運用してきたことで判明した問題点に

対処するための変更が加えられました。SIR 第 4 巻では、2007 年下半期のデータと分析が提供さ

れ、CVSSv1 と CVSSv2 の両方を使用した脆弱性の傾向が記載され、それ以降は CVSSv2 の評価が

使用されています。当時言及されたとおり、新しい評価公式の実際的な影響の 1 つが、脆弱性の

パーセンテージが非常に高くても、深刻度評価は高または中になることでした。 

                                                        
1 MITRE は、米国政府に対し、システム エンジニアリング、研究開発、IT サポートを行う、情報公益に資することを目

的とした非営利法人です。 

https://cve.mitre.org/docs/docs-2002/prog-rpt_06-02/CVE_FIRST_paper.pdf
http://nvd.nist.gov/
http://nvd.nist.gov/
http://www.first.org/cvss/cvss-dhs-12-02-04.pdf
http://www.first.org/cvss/cvss-dhs-12-02-04.pdf
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業界全体での脆弱性の公開 

「公開」とは、SIR でも使用されているとおり、ソフトウェアの脆弱性が社会全体に明らかになる

ことです。内輪の公開や限られた数の人に知られるケースは含まれません。公開の情報源は、 

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、 

そしてよりによってマルウェア作成者など、さまざまです。 

ここで説明する情報のほとんどは、NVD で公開された脆弱性公開データから編集したものです。

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 番号が割り振られた公開すべてについて説明します。 

過去 10 年間に、新しい脆弱性の公開が急激に増加しました。2006 年と 2007 年にピークを迎え

た後、4 年間にわたって徐々に減少し、2011 年には 4,000 件を少し超えるほどになりました。 

これは依然として脆弱性としては高い数字です。 

図 3. 2002 年以降の業界全体での脆弱性の公開 

 

脆弱性公開の傾向 

 2011 年における業界全体での脆弱性の公開件数は、2010 年から 11.8% 減少しました。 

 この減少傾向は、全体的に緩やかです。脆弱性の公開件数は、ピークだった 2006 年と比較

すると、合計で 37% 減少しました。 
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脆弱性の深刻度 

Common Vulnerability Scoring System (CVSS) は、IT 脆弱性を評価するための標準化された、プラッ

トフォームに依存しないスコアリング システムです。CVSS では、深刻度に応じて脆弱性に 0 ～ 10 

の数値を割り当てます。スコアが高いほど深刻度が高くなります (詳細については、SIR Web サ

イトの「Vulnerability Severity」ページを参照してください)。 

 

図 4. 公開した脆弱性の相対的深刻度 (2002 年以降) 

 

脆弱性深刻度の傾向 

 脆弱性深刻度は、全体的に上昇傾向にあります。深刻度が中と高の脆弱性の件数は、2006 年

と 2007 年にピークに達した後、徐々に減少しています。 

 全体としては、公開された脆弱性の件数は減少していますが、深刻度が低の公開された脆弱

性の件数は、相対的に横ばい状態です。2011 年に公開された全脆弱性のうち、深刻度が低

の脆弱性は約 8% を占めました。 

  

http://microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_2_1_def


 
 

 13 

ハードウェアとソフトウェアの公開件数 

NVD では、ハードウェアとソフトウェア両方の脆弱性を追跡しています。次の図に示すとおり、

各年に公開されたハードウェア脆弱性の件数は低いままです。公開されたハードウェア脆弱性件

数のピーク値は、2009 年の 198 件 (3.4%) でした。 

 

図 5. 2002 年以降に公開されたハードウェアとソフトウェアの脆弱性件数 

 

ソフトウェアの場合、脆弱性はオペレーティング システムまたはアプリケーションあるいはそ

の両方に影響を及ぼす脆弱性で構成されます。他の多くの業界と同様に、あるベンダーの製品が

別のベンダーのコンポーネントとなることがあります。たとえば、CVE-2011-1089 は GNU libc 

2.3 に影響を及ぼします。これは、GNU からの応用製品として位置付けられます。ところが、

libc はいくつかのオペレーティング システムの統合コンポーネントでもあるため、オペレーティ

ング システムの脆弱性ともなります。そのため、オペレーティング システムの脆弱性とアプリ

ケーションの脆弱性を明確に区別することは困難です。次の図では、オペレーティング システ

ムとアプリケーションの両方に影響を及ぼす脆弱性を赤で示しています。 
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図 6. 公開されたアプリケーションとオペレーティング システムの脆弱性件数 (2002 年以降) 

 

2010 年と 2011 年には、ソフトウェア脆弱性の約 13% がアプリケーションとオペレーティング 

システムの各製品に影響を及ぼしました。 
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公開されたオペレーティング システムの脆弱性件数 

オペレーティング システムに影響を及ぼす脆弱性 (次の図に示しました) の件数を確定するため、

NVD でオペレーティング システムとして指定されている影響を受ける製品について、脆弱性を

フィルターにかけました。 

 

図 7. 公開されたオペレーティング システムの脆弱性件数 (2002 年以降) 

 

  



 

 16 

アプリケーション脆弱性の公開 

アプリケーションに影響を及ぼす脆弱性の件数 (次の図を参照) を確定するため、NVD でアプリ

ケーションとして指定されている影響を受ける製品について、脆弱性をフィルターにかけました。 

 

図 8. 公開されたアプリケーションの脆弱性件数 (2002 年以降) 

 

悪用の傾向とセキュリティ情報 

Microsoft Security Engineering Center (MSEC) は、顧客をマルウェアから保護するのに役立つ 3 つ

のセキュリティ センターのうちの 1 つです。MSEC は、Microsoft Security Development Lifecycle 

(SDL) やセキュリティ サイエンスなどの活動を通じて、ソフトウェア エンジニアリングの観点か

らより安全な製品とサービスを開発するための基礎的方法に注力しています。 

Microsoft Security Response Center (MSRC) は、マイクロソフト製ソフトウェアのセキュリティ脆

弱性の特定、監視、解決、および対応を行います。MSRC は毎月セキュリティ情報を公開して、

マイクロソフト製ソフトウェアの脆弱性に取り組んでいます。セキュリティ情報は、カレンダー

年ごとに連番が打たれます。たとえば、「MS11-057」は 2011 年に公開された 57 番目のセキュ

リティ情報を表します。 

  



 
 

 17 

セキュリティ情報は通常、毎月第 2 火曜日 (米国日付) に公開されますが、緊急事態に対処する

ために、まれに「定例外」のセキュリティ更新プログラムをリリースすることがあります。マイ

クロソフトは 2011 年に定例外のセキュリティ更新プログラムを 1 件リリースしました。 

次の図は、2005 年以降に発行されたセキュリティ情報と定例外のセキュリティ更新プログラム

の件数を示したものです。2005 年は、マイクロソフトが Malicious Software Removal Tool (MSRT) 

の最初のバージョンをリリースした年です。 

 

図 9. 公開された MSRC セキュリティ情報 (2005 年以降) 

期間 セキュリティ情報 定例外の更新プログラム 

1H05 
 

33 
 

0 
 

2H05 
 

22 
 

0 
 

1H06 
 

32 
 

1 
 

2H06 
 

46 
 

1 
 

1H07 
 

35 
 

1 
 

2H07 
 

34 
 

0 
 

1H08 
 

36 
 

0 
 

2H08 
 

42 
 

2 
 

1H09 
 

27 
 

0 
 

2H09 
 

47 
 

1 
 

1H10 
 

41 
 

2 
 

2H10 
 

65 
 

1 
 

1H11 
 

52 
 

0 
 

2H11 
 

48 
 

1 
 

 

1 件のセキュリティ情報で、CVE データベースからの複数件の脆弱性に対処することがよくあり

ます。各脆弱性は、その他の関連する問題と共にセキュリティ情報に記載されます。次の図は、

リリースされたセキュリティ情報の件数と、CVE が特定し、1H05 以降の各半年間に取り組んで

きた個別の脆弱性の件数を示したものです (すべての脆弱性が、初めて公開された期間に取り組

まれたわけではないことに注意してください)。 
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図 10. MSRC セキュリティ情報の件数と CVE が特定し取り組んだ脆弱性の件数 

 

 

2011 年に、MSRC は 100 件のセキュリティ情報を公表しましたが、これは CVE が特定した 236 件

の個別の脆弱性に取り組むものであり、2010 年と比較してそれぞれ 7% と 6% 減少しました。

次の図が示すとおり、各セキュリティ情報が取り組んだ CVE の平均件数は、時の経過と共に増加

し、1H05 は 1.5 でしたが 2H11 には 2.4 になりました。 
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図 11. MSRC セキュリティ情報 1 件あたりの CVE 平均件数 

 

MSRC は可能であればいつでも、1 つのバイナリまたはコンポーネントに影響を及ぼす複数の脆

弱性を 1 つにまとめて、1 件のセキュリティ情報でそれらの脆弱性に取り組みます。このアプロ

ーチにより、各更新プログラムの効果が最大限に発揮される一方で、顧客が個々のセキュリティ

更新プログラムをテストしコンピューティング環境に組み込むときに経験する中断の可能性が最

小限に抑えられます。 
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マルウェアの現状 

2001 年末、存在が知られていたマルウェアまたは脅威は約 60,000 種でした。この数は、1996 

年 (約 10,000 種) および 1991 年 (約 1,000 種) と比較すると、大幅な増加でした。 

 

図 12. マルウェア増加状況の概要 (1991 年以降) 

 

過去 10 年間で、マルウェアの蔓延はサイバー犯罪が日常的に語られるほどになっています。今

日では、既知の脅威 (ウイルス、ワーム、トロイの木馬、エクスプロイト、バックドア、パスワ

ード盗聴、スパイウェア、その他のさまざまな望ましくない可能性のあるソフトウェアなど) の

推定件数は、数百万件にも達します。 

犯罪者であるマルウェア開発者たちが、クライアント サーバー ポリモーフィック型 (マルウェア

がさまざまな形態の自己を動的に作成して、マルウェア対策プログラムに対抗できる能力) を使

用し始めて以来、「脅威の亜種はいくつあるのですか」という質問に答えるのがますます困難に

なっています。「ポリモーフィック型」とは、感染したコンピューターが作成できるのと同数の

脅威の亜種が存在し得ることを意味します。つまり、この数を制限するのは、マルウェアが自己

の新しい亜種を作成する能力のみです。 

脅威の亜種の数を数えるのは、あまり意味がなくなってきており、その発生源を検出して駆除す

ることの方が有意義です。2011 年には、49,000 種を超える一意の脅威ファミリが顧客から 

MMPC に報告されました。報告されたこれらファミリの多くは、複製物つまり主要な脅威ファ

ミリのポリモーフィック型版でした。感染したコンピューターから主要な脅威ファミリを検出し

駆除することは、現在も行われている活動です。 
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マイクロソフトは 2011 年に、主要な脅威ファミリを検出するための 22,000 件を超える署名を追加

しました。犯罪者であるマルウェア開発者たちが、さらに多くの脅威を作成するにつれて、一般

的なマルウェア対策署名ファイルのサイズは増大していきます。今日では、マルウェア対策署名

ファイルのサイズは、100 MB を超えています。2002 年には、一般的なマルウェア対策署名ファ

イルのサイズは、1 MB 未満でした。 

マルウェア対策組織に提出されたファイル数も増加しています。次の図は、マルウェアまたは望

ましくない可能性があるソフトウェアを含んでいると疑われて、MMPC に提出されたファイル

の件数が、2005 年以降にどれほど増加してきたのかを示したものです。増加率は  200%  

を超えています (マルウェアの疑いのあるファイルは、MMPC の「Submit a sample (英語情報)」ペ

ージから提出することができます)。 

 

図 13. MMPC に提出されたファイル数の増加率 (2005 年以降) 

 

  

https://www.microsoft.com/security/portal/Submission/Submit.aspx
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マルウェアと望ましくない可能性があるソフトウェアの傾向 

マルウェアは徐々に進化し続けており、さまざまな形態のマルウェアを検出する方法が変化する

ことは、ソフトウェア業界の継続的なマルウェア対策が実を結び、ある時点でマルウェア開発者

たちに勝利を収めたことを示す場合があります。 

脅威は時がたつにつれてどのように進化してきたのか 

単年ではなく複数年の観点から見ると、いくつかのマルウェア ファミリおよび望ましくない可

能性があるソフトウェア ファミリは短期間だけピークを迎えるか非常に蔓延する傾向がありま

す。これは、マルウェア対策ベンダーがそれらの脅威を検出し駆除することに注力する結果です。

攻撃者は戦術を変えて先に進むので、このようなピーク期間の後に、衰退期を迎えます。次の図

は、この現象を示したものです (図 14 ～ 18 で、縦軸はマルウェアに感染した全コンピューター

のパーセンテージを表します)。 

 

図 14. ピークを迎え衰退していったマルウェア ファミリと望ましくない可能性があるソフトウェア ファミリ (2006 年以降) 
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2004 年と 2005 年に悪評を得た Win32/Rbot は、初期のボットネット ファミリの一種であり、

注目度の高い大流行がいくつか発生した後、とりわけメディアと政府系のネットワークに影響を

及ぼしました。Rbot は「キット」ファミリの一種です。Rbot の亜種は、RxBot と呼ばれるオープ

ン ソースのボットネット作成キットから作成されます。このキットは、マルウェア操作者の間

に広く普及しており、多くのグループがこれまで、さまざまな機能を持つ独自の亜種を作成して

きました。MSRT は、2005 年 4 月に Rbot を検出できるよう更新され、2006 年を通じて検出件

数が急激に減少しました。2H08 までには、検出されたコンピューター台数の 2% を下回りまし

た。 

トロイの木馬ファミリ Win32/Zlob は、1H08 にマルウェアに感染したコンピューター 4 台のう

ちほぼ 1 台の割合で見つかりました。蔓延のレベルは、他のどのファミリもそれ以前もそれ以降

も比肩し得ないほどです。Zlob は一般的には、Web ページからメディア コーデックの形で流布

されました。アクセス者はインターネットからダウンロードまたはストリーミングしたビデオ 

コンテンツを視聴するには、そのコーデックをインストールする必要がありました。Zlob は、

標的となるコンピューターにインストールされると、不正なセキュリティ ソフトウェアのポッ

プアップ広告を表示し続けます。2008 年末に検出されたある Zlob の亜種には、コード化された

メッセージが埋め込まれていました。このメッセージはどうやら Zlob の作者が MMPC の研究者

宛てに書いたものらしく、その作者がトロイの木馬の開発と流布を中止する、という内容でした。 

Windows Defender チームの場合: 

私の以前のメッセージについてあなたがブログに投稿したもの (2008 年 10 月 10 日) を

読みました。 

ただロシアから「こんにちは」と言いたいです。 

皆さんは本当にいい人たちです。マイクロソフトが脅威にこんなにも早く対応できると

は驚きでした。 

今はここに署名なんてできません (へっへ、ごめん)。ほんの数年前には、すべての 

Windows にとってもっと重大な脆弱性だったんですよね。 

皆さん、新年明けましておめでとう、そしてがんばってね! 

追伸。ところで、近いうちに活動を止めます。でも、皆さんの仕事のせいではありま

せん。:-)) 

だから、今後は皆さんが僕の素晴らしいアイデアをあのソフトウェア ファミリで目にす

ることはなくなります。 

代わりに、エクスプロイトまたはシェルコードとルートキットで探してみてください。 

それと、(たぶん皆さんにとって) おかしなことですが、マイクロソフトは僕に Vista の 

保護機能の向上に役立つ作業を提供してくれました。僕にとってはつまらないことで、

人生の皮肉ですね。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Rbot
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Zlob
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実際、Zlob の検出件数は 2H08 に大幅に減少し、2010 年までには Zlob は世界で最も検出件数の

多い上位 50 ファミリに入らなくなりました。 

Win32/Conficker は、2008 年 11 月に発見されたワーム ファミリの一種です。広まったきっかけ

は、ある脆弱性を悪用することでしたが、この脆弱性はその前月にリリースされていたセキュリ

ティ更新プログラム MS08-067 で対策が施されていました。Conficker の検出件数は、1H09 にピ

ークを迎えましたが、ワームの流布を食い止めて感染したコンピューターから駆除するという 

Conficker Working Group による連携した活動により、それ以降ははるかに低いレベルにまで減

少しました。それ以降は、各 6 か月の期間で感染したコンピューターの 3 ～ 6% で検出されてい

ます。 

JS/Pornpop は、特に精巧に作られた JavaScript 対応オブジェクトで構成されるアドウェアであり、

この JavaScript 対応オブジェクトは、ポップアンダー広告を表示しようとします。2010 年 8 月

に初めて検出され、2H10 と 1H11 には 2 番目に最も多く検出されたファミリになりました。

2H11 には、おそらく最も多く検出されるファミになると考えられます。 

Win32/Autorun は、ワームとしてはよく検出される種類であり、Windows の AutoRun 機能を悪

用して、マウントされたコンピューター ボリューム間で広まろうとします。Win32/Autorun の

検出件数は、しばらくの期間は徐々に増加していき、2H10 にはその期間で最も多く検出された

ファミリとしてピークに達しました。 

マイクロソフトは、Windows 7 と Windows Server 2008 R2 で AutoRun 機能の動作を変更しまし

たが、これは AutoRun の脅威からユーザーを保護するためでした。これらのバージョンの 

Windows では、CD-ROM ドライブや  DVD-ROM ドライブなどの光学式ドライブを除き、

AutoRun タスクがすべてのボリュームに対して無効にされています。これらの光学式ドライブは、

これまで AutoRun マルウェアの伝染に利用されたことはありません。それ以降、マイクロソフ

トはこの変更を Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、および Windows Server 

2008 にさかのぼって適用する更新プログラムのセットを公開しました。これらの更新プログラ

ムは、2011 年 2 月以降、Windows Update と Microsoft Update の各サービスを通じて重要な更

新プログラムとして公開されています。これは、2011 年の年間の Win32/Autorun 検出件数が減

少したことに貢献した可能性があります。 

その他のマルウェア ファミリと望ましくない可能性があるソフトウェア ファミリは、これらの

ピーク ファミリほどには蔓延していませんが、より長期間存在し続けています。次の図は、 

より長期間蔓延しているマルウェア ファミリをいくつか示したものです。 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Conficker
http://technet.microsoft.com/security/Bulletin/MS08-067
http://www.confickerworkinggroup.org/
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=JS/Pornpop
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Autorun
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図 15. 低レベルながらも活動し続けているマルウェア ファミリ (2007 年以降) 

 

Win32/Renos は、以前の巻の SIR では「ダウンローダー型およびドロッパー型のトロイの木馬」

カテゴリに分類されていましたが、1H07 ～ 2H10 の各半年の期間で最も検出件数の多い 4 つの

マルウェア ファミリの 1 つでした。2H08 と 1H10 には首位になり、上位 25 から脱落したのは 

2H11 に入ってからのことです。Renos はダウンローダー型のトロイの木馬であり、感染したコ

ンピューターに不正なセキュリティ ソフトウェアをインストールします。 

Win32/Taterf は、以前の巻の SIR では「ワーム」カテゴリに分類されていましたが、2H08 ～ 2H10 

の各半年の期間で最も検出件数の多い 5 つのマルウェア ファミリの 1 つでした。2H09 には、

最も検出件数の多いマルウェア ファミリになりました。Taterf はマップされたドライブを介して

広まるワームであり、人気のあるオンライン ゲームのログオンとアカウントの詳細情報を盗み

ます。大規模なマルチプレーヤー型オンライン ロールプレイング ゲームが人気を博するにつれ

て、仮想の「通貨 」とゲーム内での装備類の市場が形成されてきました (ゲーム制作会社はこれ

に同意しないことが普通ですが)。プレーヤーは、これらを現実世界で現金化します。そして、

今度はこれが Taterf のような脅威の種類につながります。これらの脅威は、泥棒のためにプレー

ヤーのゲーム パスワードを盗み出し、泥棒は被害者の仮想略奪品自体をオークションにかけま

す。Taterf は、類似の脅威である Win32/Frethog の改変版であり、Win32/Frethog 自体も同じ期

間に蔓延し続けています。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Renos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Taterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Frethog
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Win32/Alureon は、以前の巻の SIR では「その他のトロイの木馬」カテゴリに分類されていまし

たが、ルートキット特性を備えた盗聴型トロイの木馬ファミリの一種です。2007 年初期に初め

て発見され、それ以降は各半年の期間で最も検出件数の多い上位 25 ファミリに入るかその付近

にいます。Alureon 亜種では、攻撃者が送信および受信のインターネット トラフィックを盗聴し、

ユーザー名、パスワード、クレジット カード データなどの機密情報を収集することができます。 

さまざまな時期のいろいろな脅威 

マルウェアと望ましくない可能性があるソフトウェアを複数年の観点から見たときに明らかにな

る別の点は、さまざまなカテゴリのマルウェアつまりいろいろな種類の脅威が、さまざまな時期

に蔓延してきたということです。次の図は、3 つのカテゴリのマルウェアの相対的な蔓延状況を

示したものです。 

 

図 16.「ワーム」、「バックドア」、および「望ましくない可能性があるその他の悪質なソフトウェア」カテゴリごとの

推移 (2006 年以降) 

 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Alureon
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2006 年と 2007 年には、マルウェアの実情は「ワーム」、「望ましくない可能性があるその他の

悪質なソフトウェア」、および「バックドア」カテゴリが大勢を占めていました (「望ましくな

い可能性があるその他の悪質なソフトウェア」という用語は、ユーザーのプライバシー、セキュ

リティ、またはコンピューティング体験に悪影響を及ぼしかねない望ましくない可能性がある動

作をするプログラムを指します)。Win32/Msblast や Win32/Sasser などのワームは、ネットワー

ク サービスの脆弱性を悪用することで広まりますが、これまでのところ、その大規模な流行は

ほとんどが過去のできごとでした。それらが衰退した最も妥当な理由は、このような流行の注目

度が高かったことです。そのため、マルウェア対策ベンダーが検出、駆除、およびブロックを活

発に行うようになり、究極的には影響を受ける脆弱性に取り組んだセキュリティ更新プログラム

を広く導入するよう促しました。2006 年に蔓延したワームのほとんどは、Win32/Wukill や 

Win32/Bagle など、大量メール送信型でした。これらは、自己のコピーを感染したコンピュータ

ー上で見つかったアドレスに電子メールで送信することで広まります。 

蔓延したバックドアには、1 組の関連ボットネット ファミリである Win32/Rbot、Win32/Sdbot 

などがあります。これらのファミリの変種は、マルウェア用の闇市場で取引されているボットネ

ット作成キットから作成され、感染したコンピューターをインターネット リレー チャット (IRC) 

上で制御するために使用されます。Rbot および Sdbot は、新しいボットネット ファミリに取っ

て代わられているにもかかわらず、まだ活発です。ボットネットを悪用しようとしている人が、

作成キットを比較的容易に入手できるためであると思われます。 

2006 年および 2007 年に蔓延したトロイの木馬のファミリには、初期の不正なセキュリティ ソ

フトウェアの一種である Win32/WinFixer、ブラウザー ツール バーである Win32/Starware など

があります。一般にマルウェア対策スキャナーに見せかける最近の不正なファミリと異なり、

WinFixer は、コンピューターのレジストリおよびファイル システムの「プライバシー侵害」を

特定し、料金を徴収してそれらを「削除」することを提案すると思われているユーティリティに

なりすまします。Win32/Starware は、人気のある検索エンジンでの検索を監視するブラウザー 

ツール バーであり、並行して独自の検索を実施し、その結果をブラウザー ウィンドウ内のイン

ライン フレームに表示します。 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Msblast
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Sasser
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Wukill
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Bagle
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Entry.aspx?Name=Win32/Rbot
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Sdbot
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/WinFixer
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Starware
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図 17.「ワーム」、「ダウンローダー型およびドロッパー型のトロイの木馬」、「パスワード盗聴および監視ツール」の

カテゴリごとの推移 (2006 年以降) 

 

 

カテゴリ「ダウンローダー型およびドロッパー型のトロイの木馬」は、1H06 に検出されたコン

ピューター感染は 9% 未満でしたが、2007 年および 2008 年には急速に増加し、最も大きな脅威

を与えるカテゴリとなりました。これは主に、Win32/Zlob および Win32/Renos の検出の増加の

ためです。 

1H06 にピークを迎えた後に急速に減少したカテゴリ「ワーム」は、2009 年、Win32/Conficker 

の検出後再び上昇し、Win32/Taterf および Win32/Rimecud の検出の増加により、2Q10 には  

2 番目のピークに達しました。Rimecud は、リムーバブル ドライブおよびインスタント メッセ

ージングを介して広がった複数のコンポーネントを持つワームの一種です。また、感染したコン

ピューターに不正にアクセスできるバックドア機能も含まれています。 

カテゴリ「パスワード盗聴および監視ツール」のマルウェア ファミリは、1H06 にはほとんどあ

りませんでしたが、少しずつ増加した後、2008 年～ 2009 年に確実な伸びを見せ、2Q10 にピー

クに達しました。この増加の主な要因は、Win32/Frethog などのゲーム パスワード盗聴です。 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Zlob
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Renos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Conficker
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Taterf
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Rimecud
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Frethog
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図 18.「アドウェア」、「望ましくない可能性があるその他の悪質なソフトウェア」、および「その他のトロイの木馬」

のカテゴリごとの推移 (2006 年以降) 

 

 

「アドウェア」、「望ましくない可能性があるその他の悪質なソフトウェア」、および「その他

のトロイの木馬」の各カテゴリは、2010 年および 2011 年、最も多く検出されています。「アド

ウェア」の検出は、アドウェア ファミリ Win32/OpenCandy および JS/Pornpop により、1H11 

に大きく増加しました。OpenCandy は特定のサードパーティ ソフトウェアのインストール プロ

グラムにバンドルされた可能性があるアドウェア プログラムです。OpenCandy プログラムの一

部のバージョンは、ユーザーの同意を適切に取得しないでユーザー固有情報を送信します。これ

らのバージョンは、マイクロソフトのマルウェア対策製品により検出されます。Pornpop は、 

特に精巧に作られた JavaScript 対応オブジェクトで検出され、ユーザーの Web ブラウザーにポ

ップアンダー広告を表示しようと企てます。当初、JS/Pornpop は成人向けのコンテンツを含む 

Web サイトにのみ出現しましたが、成人向けのコンテンツをまったく含まない Web サイトでも

出現が確認されるようになってきています。 

カテゴリ「望ましくない可能性があるその他の悪質なソフトウェア」は、2006 年には最も多く

検出されたカテゴリでしたが、2007 年および 2008 年に広がりにブレーキがかかった後、2008 年

再び増加し、2Q11 には 2 番目に蔓延するカテゴリとなりました。2Q11 のこのカテゴリを占め

る大きなファミリは、さまざまなソフトウェア製品を不正に取得したバージョンに関する製品キ

ーを生成するツールでよく検出される Win32/Keygen、およびサービスをバックグラウンドで実

行し、特定の Web サイトにアクセスするように Web ブラウザーの設定を変更するプログラムで

ある Win32/Zwangi です。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/OpenCandy
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=JS/Pornpop
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Keygen
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Zwangi
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カテゴリ「その他のトロイの木馬」は、2H08 以降各期間で一貫して、マルウェアに感染したコ

ンピューターの約 3 分の 1 に影響を与えています。たとえば、2010 年に最も多く検出された不

正なセキュリティ ソフトウェア ファミリである Win32/FakeSpyPro など、多くの不正なセキュ

リティ ソフトウェア ファミリがこのカテゴリに含まれます。このカテゴリに含まれるその他の

蔓延しているファミリとしては、データ盗聴型トロイの木馬の Win32/Alureon、感染したユーザ

ーの閲覧傾向を妨げて恣意的なファイルをダウンロードして実行する Win32/Hiloti などがありま

す。 

地域ごとの脅威カテゴリ 

マルウェア エコシステムは、自己複製ワームなどの明らかに目に見える脅威から、ソーシャル 

エンジニアリングを利用して配信およびインストールを行うような目に見えない脅威に移行しつ

つあります。このシフトは、マルウェアの蔓延および効果が、言語や文化的要因によらない傾向

にあることを示します。一部の脅威は、特定の言語を話す人や、特定の地理的領域を対象とした

サービスを使用する人をターゲットにする手法を使用して広がります。その他の脅威は、脆弱性、

または世界各国への配信がそれぞれ異なるようなオペレーティング システムの設定およびアプ

リケーションをターゲットとしています。世界の人口の多い地域のための複数のマイクロソフト

のセキュリティ製品の感染データは、マルウェアの高度に局在する性質および望ましくない可能

性があるソフトウェアを示します。 

その結果、世界で最大の脅威が見せるシンプルな実態よりも、脅威の実情は複雑になっています。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/FakeSpyPro
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Alureon
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Hiloti
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2011 年セキュリティ インテリジェンス 

次の図は、マイクロソフトのデスクトップ マルウェア対策製品によりクリーニングを受けたコ

ンピューターが非常に多く報告されている国/地域を示しています (2009 年以降)。2 

図 19. クリーニングを受けたコンピューターが非常に多い国/地域 (2009 年以降) 

 

 

次の図は、高い感染率が報告されている国/地域の推移と、すべての国/地域の平均感染率の推移

とを比較したものです。 

  

                                                        
2 PC の場所を特定する方法の詳細については、ブログの投稿「Determining the Geolocation of Systems Infected with 

Malware (マルウェアに感染したシステムの位置の特定)」を参照してください。 

http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/11/15/determining-the-geolocation-of-systems-infected-with-malware.aspx
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/11/15/determining-the-geolocation-of-systems-infected-with-malware.aspx
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図 20. 高い感染率が報告されている国/地域の推移と、世界の平均感染率の推移との比較 (2009 年以降) 

 

次の図は、低い感染率が報告されている国/地域の推移と、すべての国/地域の平均感染率の推移

とを比較したものです。 

 

図 21. 低い感染率が報告されている国/地域の推移と、世界の平均感染率の推移との比較 (2009 年以降) 
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感染率の低い国/地域の教訓 

オーストリア、フィンランド、ドイツ、および日本は、過去数年間、マルウェアの感染率が比較

的低くなっています。一方、ブラジル、韓国、トルコなど、高い感染率の国/地域に蔓延してい

る同じ世界的な脅威の多くが、低い感染率の国/地域にも蔓延しています。 

 アドウェアは、マルウェア感染率が高い国/地域でも低い国/地域でも、最も多く見られる脅

威カテゴリの 1 つです。どちらの場合も、1 番目または 2 番目のカテゴリであることが確認

されました。JS/Pornpop (2010 年下半期、世界で 650 万台以上の個別のコンピューターで検

出) および Win32/ClickPotato は、これらの国/地域に蔓延しています。 

 Win32/Renos は、マルウェア感染率が高い国/地域でも低い国/地域でも検出された、ダウン

ローダー型およびドロッパー型のトロイの木馬のレベルの主な要因です。Win32/Renos は、

何年にもわたって、ダウンローダー型およびドロッパー型のトロイの木馬の主なファミリで

あり、2010 年には世界で 800 万台以上の個別のコンピューターで検出されました。 

 2010 年に世界で 900 万台以上の個別のコンピューターで検出された Win32/Autorun、2010 年

に世界で 650 万台以上の個別のコンピューターで検出された Win32/Conficker は、フィンラ

ンドを除き、マルウェア感染率が高い国/地域でも低い国/地域でも、脅威のリストの上位  

10 種類に入っています。 

マルウェアの感染率が比較的低いオーストリア、フィンランド、ドイツ、および日本についても、

これらの国/地域の犯罪集団の活動が活発ではないということには必ずしもなりません。次に例

を示します。 

 2010 年、ドイツでは米国より多くのマルウェア ホスティング サイトが確認されました 

(1,000 ホストあたり)。 

 2010 年上半期、ドライブバイ ダウンロードをホスティングするフィンランドのサイトの割

合は、米国の約 2 倍でした。 

 2010 年第 4 四半期、ドライブバイ ダウンロードをホスティングするドイツのサイトの割合

は、米国での確認された数の 約 3.7 倍でした。 

 2010 年上半期、ドライブバイ ダウンロードをホスティングする日本のサイトの割合は、米国

の数より 12% 多く確認されました。この割合は、2010 年第 4 四半期には両方の国で急激に

減少しましたが、第 4 四半期、ドライブバイ ダウンロードをホスティングする日本のサイト

の割合は、米国の数の 4.7 倍でした。 

  

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=JS/Pornpop
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/ClickPotato
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Renos
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Autorun
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Search.aspx?query=Win32/Conficker
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これらの国/地域のセキュリティ専門家は、マルウェア感染率が一貫して低い要因として次のこ

とを指摘しています。 

 事前対策および対応を可能にする、官民の強いパートナーシップが存在する。 

 コンピューター緊急事態対策チーム (CERT)、インターネット サービス プロバイダー (ISP)、

および脅威をアクティブに監視するその他の機関により、台頭する脅威に迅速に対応できる。 

 システムの感染または不正使用の報告にシステム管理者が即座に対応する IT 文化が功を奏し

ている。 

 国/地域の実施方針、およびネットワーク上で感染したシステムの隔離による脅威の修復が効

果的である。 

 セキュリティ問題に対する国民の意識を高めるための教育的なキャンペーンおよびメディア

による注意喚起が実を結んでいる。 

 ソフトウェアの不正コピー率が低いこと、また Windows Update/Microsoft Update の使用の

浸透が、低い感染率の維持に役立っている。 

このリストは、マイクロソフトの Trustworthy Computing 担当の副社長である Scott Charney が 

2010 年に記したペーパーで説明している「Collective Defense (集団的防衛)」という概念と顕著

な類似点があります。「Collective Defense:Applying Public Health Models to the Internet」(PDF) 

では、インターネットに接続するデバイスの健全性を向上させるためのモデルの概要が紹介され

ています。これを達成するために、政府、IT 業界、および ISP は、インターネットへの自由なア

クセスを認める前に、消費者のデバイスの健全性を確実にするための努力を行う必要があります。

このペーパーで提言されている対策は、人間の病気に対応するために社会で使用されているモデ

ルと同様のモデルを使用し、オンライン セキュリティの問題に対応することに目を向けること

です。国民の健康に関するモデルには、インターネット セキュリティに応用できる興味深いい

くつかの概念が含まれています。 

世界の中で一貫して感染率の低い国/地域は、「Collective Defense (集団的防衛)」の健全性モデ

ルで提言されていることの多くを既に実践しているように思われます。このモデルを紹介するビ

デオは、Trustworthy Computing の Web サイト (こちら) から見ることができます。 

 

  

http://download.microsoft.com/download/7/F/B/7FB2F266-7914-4174-BBEF-2F5687882A93/Collective%20Defense%20-%20Applying%20Global%20Health%20Models%20to%20the%20Internet.pdf
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/framework/controls/video/ModalVideoPlayer.aspx?t=Collective+Defense:+Applying+Public+Health+Models+to+the+Internet
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Windows Update および Microsoft Update 

マイクロソフトでは、システムまたはユーザーがマイクロソフトから直接更新をダウンロードお

よびインストールしたり、自社のシステム管理者が管理する更新サーバーから企業顧客が更新を

ダウンロードおよびインストールしたりできる、ツールおよびサービスを提供しています。更新

クライアント ソフトウェア (Windows XP および Windows Server 2003 では自動更新、Windows 

7、Windows Vista、および Windows Server 2008 では Windows Update と呼ばれます) は、利用

可能な更新のリストにある更新サービスに接続します。各固有のシステムに適用する更新を更新

クライアントが決定した後、クライアントの構成状況および各更新の性質に基づき、更新をイン

ストールしたり、更新を利用できることをユーザーに通知したりします。 

ユーザーのために、更新クライアントが使用できる 2 つの更新サービスが提供されています。 

 Windows Update は、Windows コンポーネント、およびマイクロソフトおよびその他のハー

ドウェア ベンダーが提供するデバイス ドライバーの更新を配信します。また、マイクロソ

フトのマルウェア対策製品の署名および MSRT の月次リリースも配信されます。既定では、

ユーザーが自動更新を有効にすると、更新クライアントが Windows Update サービスに接続

して更新の有無を確認します。 

 Microsoft Update は、Windows Update で提供されるすべての更新と、Microsoft Office シス

テム、Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server など、その他のマイクロソフト製ソ

フトウェアの更新を提供します。Microsoft Update または Microsoft Update Web サイトで提

供されるソフトウェアをインストールするとき、ユーザーはこのサービスを選択できます。 

また、企業顧客も Windows Server Update Services (WSUS) または管理製品の Microsoft System 

Center 2012 ファミリを使用し、管理コンピューターの更新サービスを提供できます。 

http://update.microsoft.com/microsoftupdate
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb332157
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図 22. Windows Update および Microsoft Update の使用状況 (2H06 ～ 2H11、2H06 の使用合計を 1 とする) 

 

 

 2005 年の導入以降、Microsoft Update の使用は著しく増加しました。 
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まとめ 

SIR の本スペシャル エディションでは、マルウェアおよびその他の種類の望ましくない可能性が

あるソフトウェアが過去 10 年間にどのように進化してきたかを示す情報を提供します。 

コンピューティングは、日常の生活の構造の一部となっており、現代社会の基盤は日に日にデジ

タル化しています。情報通信技術 (ICT) により生活様式は一変しましたが、社会はまだ、長期に

わたって変化するいくつかの課題に直面しています。 

インターネットに接続する人、コンピューター、およびデバイスの数の増加に伴い、サイバー攻

撃の脅威は高度化し、機密データの収集、重要な操作の妨害、および不正の実行をできるように

なっています。 

現在のサイバー攻撃の脅威の特徴としては、高度な技術、持続的、資金力豊富、利益または戦略

的優位性のために行われていることが挙げられます。セキュリティ インテリジェンスは、静的

とは程遠い無数の脅威に対応しなければならない、すべてのインターネット ユーザー、組織、

政府、および消費者のいずれの側から見ても貴重な資産です。私たちの世界は IT とは切り離す

ことができないため、セキュリティ、プライバシー、および信頼性のためのマイクロソフトの努

力は、現在、2002 年に Trustworthy Computing が設立されたときよりも重要になっています。 

マイクロソフトを含む多くの業界および組織は、リサーチ インテリジェンス、ソフトウェア開

発手法、および政府、業界、および個人が、激変する脅威の実情の不確実性から発生するリスク

を抑制して管理することをサポートするツールに投資しています。絶えず進化するデバイス、サ

ービス、および通信技術の新しい世界に私たちは向かい合わなければならないため、Microsoft 

Trustworthy Computing は、コンピューティング エコシステムへの貢献を継続します。 
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付録 A: コンピューター保護技術および軽減策 

脅威およびリスクへの対応には、世界中の人、組織、および政府の側の協力が不可欠です。マイ

クロソフト セキュリティ インテリジェンス レポート (SIR) Web サイトの「リスクの管理」セク

ションには、マルウェア、違反、およびその他のセキュリティ脅威による有害な行為を防止し、

発生した問題の検出および軽減を実行するための多くの提案が示されています。Web サイトの

このセクションのトピックには、次のものが含まれます。 

 「組織の保護」。セキュリティ プラクティスを向上させて最新の開発に精通しようとする、

中小規模および大規模の組織の IT 管理者へのガイダンスを提供します。 

 「ソフトウェアの保護」。社内ソフトウェアなどのセキュリティ ソフトウェアの開発、およ

びインターネット接続システムの攻撃からの保護に関する情報を、ソフトウェア開発者に提

供します。 

 「ユーザーの保護」。セキュリティの脅威およびインターネットの安全な使用法について、

組織内のユーザーの意識を向上させるためのガイダンスを提供します。 

脆弱性およびマルウェア対策に関するその他の便利な情報は、次のドキュメントから入手できます。 

 『Information Sharing and MSRC 2010』。Microsoft Security Response Center のレポート。 

 『Mitigating Software Vulnerabilities』ホワイト ペーパー。 

 『Malware research and response at Microsoft』。このレポートは、Microsoft Malware 

Protection Center の役割および活動、および現在のマルウェアのリサーチと対応を通じて提

供する当社のビジョンに焦点を当てています。 

 『Introducing Microsoft Antimalware Technologies』。このホワイト ペーパーは、IT 専門技術

者が、マルウェア全体の実情およびマルウェア対策技術の機能の利用方法について理解する

ための資料です。 

  

http://www.microsoft.com/security/sir/strategy/default.aspx#!section_1
http://www.microsoft.com/security/sir/strategy/default.aspx#!section_2
http://www.microsoft.com/security/sir/strategy/default.aspx#!section_3
http://www.microsoft.com/security/sir/strategy/default.aspx#!section_4
http://go.microsoft.com/?linkid=9738546
http://go.microsoft.com/?linkid=9776900
http://go.microsoft.com/?linkid=9776702
http://go.microsoft.com/?linkid=9776701
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付録 B: このレポートに記載されている脅威ファミリ 

このレポートに記載されている脅威ファミリの定義は、多くのマルウェアおよび望ましくない可

能性があるソフトウェア ファミリについての詳細情報が含まれる、Microsoft Malware Protection 

Center マルウェア百科事典から採用しました。ここで挙げたファミリおよびレポートで記載され

たファミリの詳細については、この百科事典を参照してください。 

Win32/Alureon。送信および受信のインターネット トラフィックから、ユーザー名、パスワー

ド、クレジット カード データなどの機密情報を収集することができる、データ盗聴型トロイの

木馬です。悪意のあるデータをダウンロードし、DNS 設定を変更することもできます。 

Win32/Autorun。感染したコンピューターのマップ済みドライブに自分自身をコピーする、ワ

ームの一種です。マップされたドライブには、ネットワーク ドライブまたはリムーバブル  

ドライブも含まれる場合があります。 

Win32/Bagle。感染したコンピューター上で見つかったアドレスに電子メールで自分自身を送信

することにより広がるワームです。P2P ネットワークを介して、いくつかの亜種も広がっていま

す。Bagle は、バックドア型トロイの木馬として動作し、悪意のあるその他のソフトウェアの配

信に使用できます。 

Win32/ClickPotato。ユーザーの閲覧傾向に基づき、ポップアップおよび通知スタイルの広告を

表示するプログラムです。 

Win32/Conficker。セキュリティ情報 MS08-067 により対応された脆弱性を悪用することにより

広がるワームです。リムーバブル ドライブおよび脆弱なパスワードの悪用により、複数の亜種

も広がっています。複数の重要なシステム サービスおよびセキュリティ製品を無効にし、恣意

的なファイルをダウンロードします。 

Win32/FakeSpyPro。Antivirus System PRO、Spyware Protect 2009、およびその他の名前で配信

された、不正なセキュリティ ソフトウェアの一種です。 

Win32/Fixer。さまざまなレジストリ エントリおよびその他の種類のデータを見つけ、それらを

プライバシー侵害として誤認し、その侵害と思われるものを削除するための製品の購入をユーザ

ーに促すマルウェア。 

Win32/Frethog。大規模マルチプレーヤー オンライン ゲームから、アカウント情報などの機密

情報を収集できる、パスワード盗聴型トロイの木馬の大きなファミリです。 

Win32/Hiloti。感染したユーザーの閲覧傾向を妨げ、恣意的なファイルをダウンロードして実行

する、トロイの木馬の一種です。 

http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Threats.aspx?id=1
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Threats.aspx?id=1
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Win32/Keygen。さまざまなソフトウェア製品を不正に取得したバージョンに関する製品キーを

生成するツールでよく検出されます。 

Win32/Msblast。Microsoft Windows 2000 および Windows XP の脆弱性を悪用し、サーバー サ

イトでサービス拒否 (DoS) 攻撃を企てたり、感染したコンピューターに攻撃者がアクセスできる

ようなバックドア プログラムを作成したりしようとする、ネットワーク ワームの一種です。 

Win32/Mydoom。バックドア型トロイの木馬として動作し、感染したシステムに攻撃者がアク

セスできるようにする、マスメーリング ワームの一種です。Win32/Mydoom は、その他の悪意

のあるソフトウェアを配信するために使用されます。特定の Web サイトに対する DoS 攻撃を仕

掛ける亜種も複数存在します。 

Win32/Nimda。特定のバージョンの Windows を実行するコンピューターをターゲットとして

マイクロソフト セキュリティ情報 MS01-020 の脆弱性を悪用し、Web コンテンツ ドキュメント

を感染させて電子メール メッセージにそれ自体を添付することにより広がる、ワームの一種です。 

Win32/OpenCandy。特定のサードパーティ ソフトウェアのインストール プログラムにバンド

ルされた可能性があるアドウェア プログラムです。一部のバージョンは、固有のマシン コード、

オペレーティング システム情報、ロケール、その他の特定情報などのユーザー固有情報を、ユ

ーザーの同意を適切に取得しないでリモート サーバーに送信します。 

JS/Pornpop。特に精巧に作られた JavaScript 対応オブジェクトでよく検出され、通常、成人向

けコンテンツで、ポップアンダー広告を表示しようと企てます。 

Win32/Rbot。特定のバージョンの Windows をターゲットとし、感染したコンピューターを IRC 

チャネルを介して攻撃者が制御できるようにする、バックドア型トロイの木馬の一種です。 

Win32/Renos。不正なセキュリティ ソフトウェアをインストールする、ダウンローダー型のト

ロイの木馬の一種です。 

Win32/Rimecud。固定ドライブおよびリムーバブル ドライブやインスタント メッセージングを

介して広がった複数のコンポーネントを持つワームの一種です。また、感染したシステムに不正

にアクセスできてしまうバックドア機能も含まれています。 

Win32/Rustock。スパム メールの配信を支援する目的で最初に 2006 年ごろに開発された、ルー

トキット タイプのバックドア型トロイの木馬の一種であり、複数のコンポーネントで構成され

ています。 

Win32/Sasser。Microsoft Security Update MS04-011 で修復されたローカル セキュリティ機関サ

ブシステム サービス (LSASS) の脆弱性を悪用する、ネットワーク ワームの一種です。 
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Win32/Sdbot。感染したコンピューターを攻撃者が制御できるようにする、バックドア型トロ

イの木馬の一種です。 

Win32/Sircam。特定のバージョンの Windows をターゲットとし、感染したコンピューターに

見つけた電子メール アドレスに自分自身のコピーを電子メールの添付ファイルとして送信する

ことにより広がる、マスメーリング ネットワーク ワームの一種です。 

Win32/Starware。人気のある検索エンジンでの検索を監視する Web ブラウザー ツール バーで

あり、並行して独自の検索を実施し、その結果をブラウザー ウィンドウ内の IFrame に表示します。 

Win32/Taterf。人気のあるオンライン ゲームのログインとアカウントの詳細情報を盗む、マッ

プされたドライブを介して広まるワームの一種です。 

Win32/Wukill。特定のローカル ドライブおよびマップされたドライブのルート ディレクトリに

広がる、マスメーリング電子メールおよびネットワーク ワームの一種です。また、感染したコ

ンピューター上で見つかった電子メール アドレスに自分自身のコピーを添付ファイルで電子メ

ール送信することによっても広がります。 

Win32/Zlob。Windows Internet Explorer の設定を変更し、ユーザーの既定のインターネット検

索およびホーム ページを変更およびリダイレクトし、(悪意のある追加のソフトウェアを含む) 恣

意的なファイルのダウンロードおよび実行を企てる、複数のコンポーネントで構成される大規模

マルウェア ファミリです。 

Win32/Zotob。Windows 2000 を実行するもののマイクロソフト セキュリティ情報 MS05-039 

がインストールされていないコンピューターを主にターゲットとするネットワーク ワームです。

Windows Plug-and-Play のバッファー オーバーフローの脆弱性を悪用します。 

Win32/Zwangi。バックグラウンドのサービスとして実行され、特定の Web サイトにアクセス

するように Web ブラウザーの設定を変更するプログラムです。 



 

 

 


