セキュリティ on-Demand インテリジェンス：2011 年 1 月
Rustock の一時的な活動停止とスパム 量の減尐：医薬品スパム ブランドのパワーバランスに変化が

「セキュリティ on-Demand インテリジ ェンス月次レポート： 2011 年 1 月号」では、 2011 年 1 月期における脅威の最新動向
を盛り込み、 ウイルスやスパムなど脅威コンテンツとの継続的な攻防について詳しく お伝えいたしま す。

Report highlights
 スパム– 1 月は、78. 6% (前月比 3.1％減)


ウイルス –1 月は、364.8 通当たり 1 通にマルウェア(前月比 0.03％減)



フィッシ ング – メール 409. 7 通あたり 1 通でフィッシング攻撃 （前月比 0.004%増）



悪質なウェブサイト ― 1 日あたり 2,751 件のウェブサイトをブロッ ク （前月比 21.5%減）



ブロッ クされた悪質ウェブサイトのうち、1 月に新たに遮断されたものは、 全体の 41.1%（前月比 7.9%増） 悪質なドメ
インの増加には、悪質なハイパーリンクを含むメール マルウェア が多く 出回っていることが関係していると思われま す。
1 月に検出されたメール マルウェア の 65.1%に悪質なリンクが含まれていました。



ブロッ クされたウェブベースのマルウェアのうち、1 月に新たに確認されたものは、全体の 21.8% （前月比 3.1% 減）



スパム量が 2 年間で最低に



2010 年 12 月に世界のスパム 量が減尐



医薬品関連のスパム ギ ャングの勢力のシ フト



Blog: ターゲット型攻撃に見る最新のソーシ ャル エ ンジ ニアリング攻撃

今月の分析
スパム量が 2 年間で最低に
2010 年 12 月のスパムレベルは、2 週連続で大きく下落し、メール トラフィックに占めるスパム の割合は現時点で 78.6%と、
スパムレートが 75.7%だった 2009 年 3 月以来の低水準となっていま す。2011 年 1 月のスパム 流通量は、前年同月（ス
パムレート 83.9%）とく らべて 65. 9%減尐しました。
2009 年 3 月にスパムレベルが大幅に低下したのは、 カリフォルニア に本拠を置く ISP の McColo が、2008 年 11 月に閉
鎖されたのを受けて、 ボッ トネッ ト活動に大きな混乱が生じたためです。しかし、 今回のスパム レベルの低下は、 これとはま
た違った原因によるものです。 今回は、医薬品スパム が同時に減尐したことが、スパム量下落の大きな要因となっていま す。
医薬品スパム の送信数がピークに達した 2010 年 5 月には、最大で全スパムの 85% を医薬品関連のスパム が占めていま
した。しかし、2011 年 1 月にセキュリティ on-Demand インテリジ ェンスが実施した調査によると、医薬品スパムの割合は、
全体の約 59.1%にまで減尐しています。
2010 年 10 月に有名な Canadian P harmacy アフィリエート サイトの Spamit が閉鎖されたことは、多くの人を驚かせる出
来事だったかもしれま せん。しかし、 実際には、その数週間前から予兆はあり、ア フィリエ ート組織により送信されるスパム
は、現在もっとも多く出回っているスパム の 1 つである Pharmacy Express（ニュージ ーランドの Pharmacy Express とは
無関係）など、他のブランドのものへと移っていっていました。

http://www.hitac hijcoho.com/

今のところ、スパムがこれまでどおり、スパマーに利益をもたらしていることは間違いなく、医薬品スパムの収益性が落ちて
いることをうかがわせる証拠も見つかっていません。しかし、Spamit の閉鎖によって、医薬品スパム オペレーシ ョンの再編
や統合が進んだことから、医薬品スパム を送信する多くの有力スパム組織の活動に変化が生じる結果となりました。
2010 年下半期に生じたこれらの変化により、医薬品スパム市場に動揺や混乱がもたらされ、 このことが、他のスパマーに
とってのビジネスチャンスとなっていま す。その結果、2011 年には、新たな医薬品スパム ブランドが出現することになると
予想されま す。
また、新たな医薬品スパム ブランドの出現により、 医薬品スパムの数が増加し、ボッ トネット間の競争が激しくなると見込ま
れます。ほとんどの医薬品スパムと同様、ウェブサイトも安全ではなくなり、顧客に何かが郵送されることはま ずなくなりま す。
その結果、 クレジッ トカード情報や個人情報の盗難が増えることになるでしょう。
なぜ 2010 年 12 月に世界のスパム 量が減尐したのか
2010 年の世界のメール トラフィックにおけるスパムの割合は、 89.1%であり、1 日あたり平均約 1,305 億通のスパム メー
ルが流通した計算になりま す。しかし、 ピーク時の 7～8 月には、スパム活動が著しく活発化したものの、 下半期には、スパ
ム量が減尐し、様相が変化することとなりました。世界のスパム 量は、徐々に減尐し、12 月 24 日時点で、1 日あたり のス
パム メール送信数は、 約 802 億通でした。それから、スパム量は、1 晩で突然大きく減尐し、 クリスマスにはさらに 58%も
落ち込むこととなりました。その後の 2 週間は、1 日あたり 約 335 億通のスパム が確認されていま す。

図 1 – 1 日あたり のスパム 量の推移（2010～2011 年）
歴史的に見ても、スパム数がこれほどまで顕著に減尐した事例は、2008 年にカリフォルニア に本拠を置く ISP の McColo
が閉鎖された時に 1 度あったのみです。McColo は、犯罪行為とボッ トネッ ト活動に関与した後、上流のインターネッ ト プロ
バイダにより閉鎖されました。Mc Colo が閉鎖されたことで、スパム 量は、80%減尐し、 ボットネットの数にも深刻な影響 をお
よぼしま した。ま た、Sriz bi ボッ トネッ トは、 完全に消滅することとなりま した。 それま で、Srizbi は、 ボッ トネッ ト スパム の
50%に関与していました。McColo の閉鎖後、世界のスパム 量がもとに戻るまで数カ月かかり、Srizbi の消滅によって生じ
た市場のギ ャッ プは、その後、より小規模な複数のボットネットにより埋められることとなりました。また、ボッ トネッ ト技術にも
変化が生じ、 ボッ トネッ トの遮断が難しくなったのに加え、復旧に要する時間 も大幅に短縮され、 復旧に数週間から数カ月
かかっていたのが、わずか数日で活動を再開できるようになりま した。
このような 2008 年の出来事との顕著な類似点を参考に、 セキュリテ ィ on-Demand インテリジ ェンスでは、何が起こったの
かを特定するための証拠探しを開始しました。 2010 年、スパム送信ボットネッ トは世界のスパムの 88% に関与していまし
たが、年末にはその割合が 77%にまで下落しました。ボッ トネットは長きにわたりスパマー達の供給手段となっていま した。
ボットネットがなければこれほど多くのスパムが出回ることはなかったでしょう。だからこそセキュリテ ィ コミュ ニティや国際的
な法執行機関は、長年ボッ トネッ トの封鎖・解体に躍起になっているのです。
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セキュリティ on-Demand インテリジ ェンスでは、1 つだけでなく、3 つもの有名なスパム送信ボットネットが 2010 年 12 月に
スパム 送信 を停 止してい たこと を突きと めま し た。 中でも 注目 すべきは、 2010 年 にも っと も多く のスパム を送信し た
Rustock です。同ボットネットは 110 万～170 万台のコンピュ ータで構成され、 全スパムの 47.5%に関与し、1 日あたり 約
441 億通のスパムメールを送信していました。他に閉鎖された Xarvester と Lethic の 2 つはこれにく らべるとはるかに規模
が小さく、全スパム に占める割合はいずれも 0. 5%足らずでした。
Rustock は 12 月 25 日にスパム送信を停止し、その後 12 月 28 日に Lethic が、 12 月 31 日には Xarvester がそれぞれ
活動を中止したと見られています。さらなる調査の結果、 これら 3 つのボットネットが法的処置あるいはその他の措置によっ
て閉鎖されたことを示す証拠はないことが分かっていま す。Rustock のコマンド ア ンド コントロール チャネルは以前と変わ
らないようでしたが、 ボットは別の形で活動しており、 クリック詐欺で収入を得るために利用されていました。
その後 Rustock と Xarvester はスパム送信を再開したものの、その規模は以前ほどではありません。Rustock は 1 月 10
日に活動を再開し、24 時間後には同ボッ トネッ トから送信されるスパムは全体の 18.7% を占めていました（ 図 2 を参照）。

図 2 – Rustock を発信源とするスパムの割合
活動再開後の 1 月、Rustock は、全スパムの約 17.5% に関与しました。これに対して、Bagle から送信されたスパムはもっ
とも多く、全体の 20% を占めていました。Rustock は、今なおもっとも多くの医薬品スパム を送信しており、1 月に同ボットネ
ットから送信されたスパムの 80% が医薬品に関するものでした。しかし、2011 年 1 月には、医薬品関連のスパム 数は減尐
し、 2010 年末時 点で 、 全スパム の 64% を占 めて いたのが、 今では、 約 59.1% にま で落ち込 んでいま す。 さら には、
Rustock が活動を停止していた 2 週間、医薬品スパムの割合はスパム全体の 1%未満に留ま っていました。

図 3 – 2011 年 1 月に送信されたスパムのカテゴリ別割合
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Rustock から送信されるスパム の大半を医薬品スパムが占める一方で、約 17.1%が、 ソフトウェア 関連、2. 9%がアダルト/
出会い系スパムとなっています。 2010 年は、 10 月に Spamit
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アフィリエート サイトが閉鎖されるまで、Rustock の医薬品

スパムのほとんどは Canadian Pharmacy 関連のものでした。
さらなる調査の結果、現在、Rustock から送信される医薬品スパムでもっとも多いのは、Pharmacy Express と呼ばれる別
のスパム オペレーション関連のものであることが分かっていま す。ただし、送信数は、まだ以前の規模にはおよびません。
同ボッ トネットには、今なお大量のスパム を送信する能力があることから、 送信数は、 そのうち変わってく る可能性がありま
す。Pharmacy Express は、新しいブランドというわけではなく、尐なくとも 2004 年ぐらいにはすでに存在していました。

図 4 – 最近 Rustock から送信されたスパム の例
上の例の件名には、受信者のメール アドレスの一部が記載されており、同じものがメール本文中の URL にも含まれま す。
メールに記された URL は、現時点で、すべて.ru トッ プレベル ドメインに登録されており、P harmacy Express サイトをホス
ティングしている.com ドメインにただちに転送されるようになっていま す。

図 5 –P harmacy Express ウェブサイトの例
Rustock などのボットネットは、柔軟性に富んでおり、大量のスパム メールの送信だけでなく、他の用途にも利用することが
可能です。たとえば、活動を停止していた 2 週間のあいだ、 Rustock はクリッ ク詐欺にも利用されていました。 クリックスル
ー料金は、あるウェブサイトから別のサイトに移動する際のリファラとして正規のユーザを通過した場合に発生し、リファラに
対して尐額の手数料が支払われま す。 クリック詐欺において、Rustock は正規のビジ ターには識別できないであろう偽のリ
ファラルを作成するのに使用されていま す。「ビジター」1 人あたりの手数料はわずかなものですが、大規模なボットネッ トと
なれば十分な量のトラフィッ クが生成され、収益を増やすことが可能です。
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Spamit サイトの閉鎖の詳細については『 2010 年 10 月度セキュリティ on-Demand インテリジ ェンス レポート』 をご参照く

ださい（http://www.messagelabs.com/mlireport/MLI_2010_10_October_FINAL.PDF）。
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これまで Rustock は、不規則なスパム パターンを幾度か繰り返してきていま す。たとえば、大量のスパム を送信した後で、
2～3 週間活動を停止するということもありました。しかし 2010 年に入ってからは規則的なスパム パターンを見せており、
12 月までほとんど停止することなく活動を続けていました。
世界のスパム 量に長期的な影響がおよぶかどうかを判断するのは時期尚早ですが、 数カ月の内には Rustock の活動が
どのように変化したのかがはっきり分かるはずです。あるいは同ボットネッ トは別の方法で収入を得ようとしているのかもし
れません。 Rustock は臨機応変なボットネットであり、新たな圧力にも素早く順応することが分かっていま す。たとえば、
2010 年の初旬、Rustock は 2、3 カ月の間メール トラフィックで TLS 暗号化を採用していました。 これによって特定のアン
チスパム技術で Rustock のスパム をブロッ クしづらくなった一方で、スパム の送信速度が低下するというオーバーヘッドも
生じました。 ボットネッ ト サイズの縮小と同時に、 Rustock では尐数のボッ トでより多くのスパム を送信できるようになりまし
たが、これは TLS が無効になったためです。
スパムが急に経済的に実行不可能になったということは考えられま せんが、スパマ ー達は地域の規制を可能なかぎり利用
して、ソーシャル メディアなどの新しい環境のエ クスプロイトを通してターゲッ トを絞ることで、金を儲け利益を最大化するた
めの新しい方法を常に模索していま す。
ソーシャルネットワーキングの利用の増加に伴い、興味深い内容で関連性のある、よりターゲッ トを絞ったスパム を作成しよ
うともく ろむスパマー達によって、多くのユーザがオンラインで共有する情報が狙われるようになってきていま す。ターゲッ ト
に合わせて言語を使い分ける場合さえあります。今では英語だけでなく、多くの言語のスパム が送信されており、 それらは
自動で翻訳されています。 よりターゲッ トを絞ったスパム を送信することで、スパマーはスパム の量を減らせるだけでなく、ス
パム を検出/ ブロッ クされにくく することが可能です。
医薬品関連のスパム ギャングの勢力のシフト
闇経済において、スパムが重要な役割を果たしていることは否定できません。ほとんどの医薬品スパム は、受信者がメー
ル内のリンクをクリッ クし、 男性機能の強化から、減量、 ストレス解消にいたるまで、 ありとあらゆる効果をうたった各種治療
薬、さまざまな医薬品を販売するウェブサイトにア クセスさせることを目的としていま す。
1 月には、 1 日あたり約 581 億通のスパムが世界で流通しており、大量の医薬品スパムが世界の受信者のもとに送りつけ
られました――1 月に確認されたスパム のうち、１日あたり 343 億通が、 医薬品スパムに分類されていま す。
医薬品スパムは、闇経済の金を生む巨大マシンであり、スパマー達は、 アフィリエ ート組織と組むために列をなし、 急速に
変化し続けるスパム を大量にばらまくことで対価を得ています。 2、3 年前から Canadian P harmacy は、世界最大のスパ
ム医薬品スパム ブランドとして、 もっとも多くのス パム メールを送信してきましたが、2010 年 10 月に、スパム アフィリエ ー
ト サイトの Spamit.com が閉鎖されたことで事態は大きく変化しました。
セキュリティ on-Demand インテリジ ェンスでは、昨年 1 年を通して、医薬品スパム ブランドがシ フトしていく様子を詳しく追
跡しました。
2010 年 3 月には、スパム メールの特性、URL の行き先であるサイトの特徴、ウェブサイトごとの薬の価格を調査し、ブラン
ドの共通点を探りました。その時、12 のア クテ ィブなブランドが確認されましたが、 いくつかのブランドには類似点があること
から、 これらの 12 のブランドが、わずか 2 つの医薬品オペレーションから派生したものであるという結論に達しました。 そし
て、それらのオペレーシ ョンを「Gang 1」と「 Gang 2」 と名づけま した。 実際、 セキュリティ on-Demand インテリジ ェンス が
「ギャング」 という言葉を使用する場合、それらは、 ア フィリエ ートのことを指していま す。ア フィリエ ート組織は、 自分達の医
薬品ウェブサイトやブランドへのリンクが張られたスパム をばらまくためにスパマーを雇い入れているのです。
2010 年 5 月、セキュリティ on-Demand インテリジ ェンスは、新しい医薬品ブランド Men’s Healt h を発見し、 これを「Gang
2」に分類しました。’.
2010 年 6 月までに、 Canadian RX Drugs、Pharmacy Express、RX Savers といった、さらなる新ブランドを確認していま
す。 これらのブランドの特徴を分析し、やはり医薬品オペレーションに関する有益な情報を収集している spamtrackers.eu
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サイトの支援をあおぐことにより、 2 つの新しいスパム オペレーションを追加し、これらを「Gang 3」と「Gang 4」と名づけまし
た。2010 年末時点における医薬品ギ ャングの分類は、 以下のとおりです。

Gang 1:
• Canadian Pharmacy (now defunct)
• United Pharmacy
• European Pharmacy
• Canadian HealthCare
• Online Pharmacy
Gang 2:
• Toronto Drug Store
• Indian Pharmacy
• Canadian HealthCare Mall
• Canadian Pharmacy Network
• My Canadian Pharmacy
• Mexican Pharmacy
• CVSPharmacy
• Men’s Health
Gang 3:
• Canadian RX Drugs
• Canadian Online Pharmacy
• Healt hRefill
• Medsleader
• MedrugsPlus
• The US Drugs (different from the B ulker.biz brand US Drugs )
• Internet Drugs Pedia
• Trusted Meds Online
• Men Drugs Shop
• Pharmacy Express
Others:
•
•
•
•

RX-Saver
Dr. Pills
PH Online
Chinese Loc al Pharmacy
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図 6 – 2011 年 医薬品ブランド間の関係図
Canadian Pharmacy は、「Gang1」とつながりがあることが分かっていま す。また、セキュリテ ィ on-Demand インテリジェン
スでは、Canadian Pharmacy サイトにリンクしたスパムの発生について引き続き監視を行いま した。2010 年 9 月までに
「Gang1」関連スパム の数は大きく減尐し、10 月にはなくなってしまったように見えま した。
すでに述べたように、2010 年 9 月後半、有名なア フィリエート サイトである Spamit.com 閉鎖のニュ ースが浮上しま した。
同サイトは、 Canadian Pharmacy ビジネスの中心として知られていることから、 すなわち医薬品スパム全体の中心組織と
いうことになりま す。
Spamit 閉鎖後にスパム 量が減尐したという報告が多数あり、セキュリティ on-Demand インテリジェンスでも、2010 年 10
月 3 日頃にスパム の減尐を確認しています。 しかし、 このときのスパム量の減尐は、継続的なものではなく、 その後すぐに
通常レベルにまで回復しました。Spamit の閉鎖は、結果的に多くのスパマーの不意を突いた形となったようで、スパム送信
の停滞の一因と見られていま す。しかし、10 月の Bredolab、さらには 8 月前半の Cutwail の計画的な遮断など、スパム 量
の減尐には他の要因も絡んでいると見て間違いないでしょう。
Spamit の閉鎖、B redolab と Cut wail の遮断による影響がどのようなものであれ、スパマー達は、 2009 年ほど多くのスパ
ムを配信できなかったということになります。
「Gang 1」のメインの医薬品ブランドである Canadian Pharmacy は、消滅したものの、他の医薬品ブランドは、今なお勢力
を保っていま す。実際、 Canadian RX Drugs や Canadian Online Pharmacy といった医薬品ブランドは、送信数を大きく
伸ばし、 2010 年末 には、 最大 の医薬品ス パム ブ ラン ドとなりま した。 Rustock の 2 週間に わたる 活動停止 の後、
Pharmacy Express ブランドも同じように活動を活発化させています。 現在、これらのブランドは、いずれも「 Gang 3」に属し
ています。
スパム量の尐ない時期がしばらく 続きましたが、2010 年 5 月以降、 Canadian RX Drugs と、その関連ブランドが送信数を
大きく伸ばしていま す。セキュリティ on-Demand インテリジェンスの測定では、「Gang 3」からの医薬品スパムが 1、2 例見
つかると見られていました。しかし、実際には、流通した医薬品スパム の大多数が「Gang 1」 に関連するものでした。また、
2011 年 1 月に入ってからは、流通している医薬品スパムのほとんどが「Gang 3」に関連するものとなっていま す。どうやら、
新しい優勢な医薬品スパム オペレーシ ョンとして、「Gang 3」にパワーバランスが完全に移行したようです。
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興味深いことですが、「Gang 1」の消滅に伴い、「Gang 3」がもっとも優勢なギ ャングになったというわけではありません。セ
キュリティ on-Demand インテリジ ェンスでは、「Gang 1」の活動の多くが「Gang 3」 に移行したことを示す証拠をつかんでい
ます。Spamit の閉鎖に伴い、仕事を失ったスパマーやア フィリエ ートが、先を争い新たな稼ぎ口を探し、「Gang 3」関連のア
フィリエ ート組織と契約して、これまでと同じようにスパム送信を続けている可能性がありま す。
現在、「Gang 3」によって送信されているスパム は、テンプレートとウェブサイトのデザインを除けば、「Gang 1」から送信さ
れていたものと、ほとんど変わりはありません。 メッセージ に含まれる URL からも、それらが現在、別の医薬品スパム サイ
トと、どのようなつながりを持っているかが分かっていま す。
セキュリテ ィ on-Demand インテリジ ェンスでは、Canadian P harmacy、または Online Pharmacy のウェブサイトにつなが
る URL を含む似たようなデザインのメールを 2010 年に多く 確認していたため、 これまで Online Pharmacy を「Gang 1」に
分類していま した。 しかし、 Online Pharmacy ブラ ンドは、 Spamit の閉鎖後も引き続き活動 を続 けており、 このことは
Spamit の閉鎖後に「Gang 1」がすべてのスパム活動を停止したわけではないことを示していま す。活動を停止したのは、
Canadian Pharmacy ブランドだけだったのです。Online P harmacy ブランドは、今なお強い勢力を保っていると思われま
す。
かつて「Gang 1」とつながりを持っていたスパマーやア フィリエ ートの多くが、「Gang 3」 に移行した可能性があります。
2010 年 1 月に継続的にスパム メールを送信したのは「Gang 1」と「Gang 2」だけでしたが、他の医薬品グループも不定期
ではあるものの、スパム を送信し、 活動を続けていま す。たとえば、比較的短期間に大量のスパム を送信して、 数日から数
週間、場合によっては数カ月、あたかも消滅してしま ったかのように動きを止めるというケースもありま す。
2011 年に入り、「Gang 3」は、目立った活動はしていないようですが、新しいブランド名や、しばらくの間、 目にすることのな
かったブランドを使って動きを活発化させているスパム アフィリエートもありま す。


PH Online は、これまでに 1 度だけ確認されたことのある医薬品ブランドです。同ブランドは、現在「Gang 1」のも
のと同じテンプレートを使用していま す。



「Dr. Pills」は新しいブランドである可能性があり、 これも「Gang 1」とよく似たテ ンプレートを使用していま す。

セキュリティ on-Demand インテリジ ェンスでは、2011 年も医薬品スパムの動向の監視を続けていきます。 近い将来、さら
なる変化が起きて、各種の医薬品スパム オペレーシ ョンについてさらに正確なことが分かるようになると確信しています。
Blog: ターゲット型攻撃に見る最新のソーシ ャル エンジ ニアリング攻撃
マルウェア感染メールの多くが、.zip ア ーカイブ内の.ex e ファイルとして送信されていま す。多くの場合これらは、グリーテ ィ
ングカードや、招待状、小包の不達通知、 ソーシ ャルネッ トワーキング サイトからの指示メールを装っていま す。 このような
マルウェアが大量に送信されているということは、 これらの検出が比較的容易だということを意味していま す。 とは言うもの
の、先月ブロッ クされたマルウェア の 19.5%は、Skeptic™を使わなければ検出で きないものでした。
ターゲッ ト型トロイの木馬は、 カスタム メイドのマルウェアであり、 入念に調査され、慎重に選ばれた個人宛に、ごく 尐数が送
信されま す。 ターゲッ ト型トロイの木馬は、送信数の尐ない、 洗練されたマルウェア であり、さま ざまなファイル フォーマッ ト
のソフトウェアの脆弱性を突いたものが多いことから、特に検出が難しくなっていま す。マルウェア 検出率 100%という SLA
を達成するためには、マルウェア機能の洗練度と、各種脆弱性を突いた攻撃の検出方法について理解する必要がありま す。
ブログ記事の中で、シ ニア ソフトウェア エンジ ニアである Martin Lee は、ターゲット型トロイの木馬の分析を行い、 ユーザ
に悪質な添付ファイルを開かせようとするソーシ ャル エ ンジ ニア リング攻撃と、 悪質なペイロードをマシ ンにインストールす
るエクスプロイト コードの両方について解き明かしていま す。
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この最新のソーシャル エンジ ニアリング攻撃については、セキュリティ on-Demand インテリジ ェンスのブログをご参照くだ
さい。http://www.symantec.com/connect/blogs/analysis -target ed-t rojan (英語版)

http://www.hitac hijcoho.com/

世界的傾向とコンテンツ分析
シマンテックドッ ト クラウドは、未知の悪意ある送信元を発信源とし、 正当な受信者に宛てて送信されたスパムメールを特定
した上で、それらを遮断するためのサービスです。1 日当たり、何十億ものメッセージ や何百万もの脅威を処理することによ
って得られた情報に基づく、世界のインターネットの脅威に関するもっとも包括的、かつ最新の知識ベースのひとつです 。

Symantec MessageLabs Email AntiSpam.cloud: 20110 年 1 月、世界全体のメール トラフィックに占めるス
パムの割合は 78.6% （メール 1.3 通に 1 通）で、前月比で 3.1%減尐しました。

2010 年 12 月と 2011 年 1 月の全体的なスパムレベルの低下に伴い、スパムレート 88.8%であったオマーンが、 もっとも
スパムの標的とされた国になりました。
米国、 カナダ、 英国のスパム レベルは、それぞれ 78.8%、78.3%、78.7%となっていま す。また、オランダ、 ドイツ、 デンマー
ク、オーストラリア のスパム レベルは、 それぞれ 79.4%、77.8%、79.8%、77.3%でした。香港、シ ンガポール、日本、 中国、
南アフリカのスパム レベルは、それぞれ 79.2%、77.2%、75.2%、 84.6、80.0%でした。
1 月にもっともスパムの被害を受けた業種は、引き続き、自動車業界で、スパム レートは、82.8%でした。教育業界のスパ
ム レベルは、 80.6%、化学/製薬業界は、79.1%、IT サービス業界は、78.8%、小売り業界は、 77.9%、公共機関は、
77.2%、金融業界は、 77.4%となっています。

Symantec MessageLabs Email AntiVirus.cloud: 1 月期、メール感染型ウイルスがメール トラフィック全体に
占める割合は、364.8 通に 1 通（0.274%）で、前月比で 0.03%減尐しました。
1 月期には、悪質ウェブサイトへのリンクが張られたメール感染型マルウェア が、全体の 65.1% を占め、 2010 年 12 月から
2.5％減尐していま す。
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南アフリカのウイルス活動は、 132. 2 通に 1 通となり、1 月のマルウェア感染メールの最大被害国となっています。 米国、 カ
ナダ、英国のウイルス レベルは、それぞれ 771.0 通に 1 通、212.3 通に 1 通、178.2 通に 1 通となっていま す。ドイツのウ
イルス レベルは、501. 1 通に 1 通、デンマークは、1,215 通に 1 通、オランダは、858.7 通に 1 通となっていま す。オースト
ラリアでは、667. 4 通に 1 通、 香港では、 549. 9 通に 1 通、日本では、1,233 通に 1 通、シンガポールでは、733.3 通に 1
通、中国では、 644.6 通に 1 通の割合で、 悪質メールが検出されていま す。

1月にマルウェア 攻撃の最大のターゲッ トとなったのは、公共機関で、メールの40.9通に1通が悪質であるとしてブロックされ
ています。 化学/製薬業界のウイルス レベルは、439.0通に1通、 ITサービス業界は、497.8通に1通、小売業界は、714.9通
に1通、 教育業界は、194.36通に1通、金融業界は、676.4通に1通となっていま す。
下記のテ ーブルは、1 月にブロッ クされたメールベースのマルウェア をあらわしていま す。これらの多く が悪質なハイパーリ
ンクを利用したものです。

Virus
Exploit/SuspLink-acfb
JS/Trojan-redir.gen
Exploit/Link-ZhelHost
Exploit/SuspLink-718f
Exploit/SuspLink-7db9
Exploit/Link-10df
Exploit/LinkAliasPostcar-6cce5
Exploit/MimeBoundary003
W32/Delf-Generic-ad9e
Exploit/LinkAliasPostcard-074c

% of
virus
11.2%
7.7%
6.4%
4.4%
3.2%
2.5%
2.2%
2.2%
1.9%
1.5%

フィッシ ング：1 月のフィッシング活動は、0.004%増加し、メールの 409.7 通に 1 通（0.244%）に何らかのフィッシング攻撃
が含まれていました。

1 月にフィッシング攻撃で もっとも大きな割合を占めたのは、南ア フリカをターゲッ トとしたもので、 メールの 51.7 通に 1 通に
何らかのフィッシ ング攻撃が含ま れており、最大の被害国となりました。米国、 カナダ、 英国のフィッシ ング レベルは、それ
ぞれ、 メール 892.8 通に 1 通、 204. 6 通に 1 通、188.6 通に 1 通、となっていま す。また、ドイツのフィッシ ング レベルは、
1,457 通に 1 通、デンマークは、1,953 通に 1 通、オランダは、 1,098 通に 1 通、オーストラリア は、821.7 通に 1 通、香港
は、790.2 通に 1 通、中国は、1,190 通に 1 通、日本は、8,095 通に 1 通、シンガポールは、1,924 通に 1 通の割合でフィ
ッシング攻撃が含まれていました。
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フィッシ ング活動を業種別に見ると、公共機関では、52.6 通に 1 通にフィッシング攻撃が含まれており、引き続き 1 位にな
っていま す。化学/製薬業界のフィッシ ング レベルは、498.3 通に 1 通、IT サービス業界は、768.0 通に 1 通、 小売業界は、
788.9 通に 1 通、教育業界は、218.9 通に 1 通、金融業界は、 417.1 通に 1 通となっていま す。

Symantec MessageLabs Web Security.cloud: 1 月、セキュリテ ィ on-Demand インテリジ ェンスでは、マルウェア やそ
の他の問題のあるプログラム（スパイウェア やアドウェア など） をホストするウェブサイトを 1 日に平均 2,751 件特定しました。
これは、 前月比で 21. 5%の減尐となります。
さらに分析した結果、1 月に新たにブロックされた悪質ドメインは全体の 44.1%で、前月比で 7.9％の増加となっていま す。
また、1 月に新たにブロックされたウェブベースのマルウェアは、 全体の 21.8%で、前月比で 3.1%の減尐となりました。新
種のマルウェアによるこの増加の大半は、 多目的トロイ ダウンローダーなど、 一般的に特定されています。悪質なドメイン
数の増加は、悪質な JavaSc ript リダイレクト型トロイの木馬のブロッ ク数増加に深く 関連していま す。悪質なドメインの増加
には、悪質なハイパーリンクを含むメール マルウェアが多く出回っていることが関係していると思われます。 1 月に検出され
たメール マルウェアの 65.1% に悪質なリンクが含まれていました。

上のグラフは、 1 月に新たにブロックされたスパイウェア サイトとア ドウェア サイトの 1 日あたりの平均数の増加具合を、 ウ
ェブベースのマルウェア サイトと比較したものです。
Web セキュリティ on-Demand が、法人顧客向けに採用しているポリシ ーベースのフィルタリングで、1 月期に最も頻発し
たトリガーは、「広告およびポッ プアップ（Advertisements & Popups）」であり、46.8%となりました。2 番目に頻繁にブロッ ク
されたトラフィッ クは、 ソーシャルネッ トワーキングとして分類され、 ポリシ ーベースのフィルタリングのうち 13.4% を占めてい
ました。

1 月には、Streaming Media ポリシ ー関連のア クティビティが URL ベースのフィルタリング ブロックの 9.6% を占めていまし
た。
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Symantec Endpoint Protection.cloud（日本未発売） : エンドポイントが、防御と分析の最後の砦となっているというケ
ースが多々ありま す。ここで検出される脅威から、企業が直面している脅威―中でも、混合型攻撃による脅威の実態を詳し
く知ることが可能です。エ ンドポイントに到達する攻撃の多くは、 ゲートウェイ フィルタリングなど、 すでに導入されている他
の保護層を回避してきたものであると考えられま す。
下のテ ーブルは、エ ンドポイント デバイスに対する脅威の中で先月もっともブロッ クされたものをまとめたものです。これら
は、シマンテック テ クノロジにより保護されている世界中のエ ンドポイント デバイスのデータ（シマンテックの MessageLabs
Web Security.cloud サービスや Web S ecurity.cloud サービスといった他の保護層を利用していないクライア ントのデータ
を含む） をまとめたものです。
Malware 2
Trojan Horse*
W32.Sality.AE
W32.Downadup.B
Downloader*
W32.SillyFDC
W32.Almanahe.B!inf
W32.Mabezat.B
Backdoor.Trojan*
W32.Gammima.AG
W32.Changeup

19.11%
10.65%
8.05%
6.10%
4.33%
2.95%
2.85%
2.50%
2.33%
2.12%

「W32.Sality.AE」は、実行ファイルの感染によって広がるウイルスであり、悪質なファイルをインターネッ トからダウンロードし
ようとしま す。先月と同様に、1 月にもっとも多く ブロッ クされたマルウェアは、この Sality.AE ウイルスでした。Sality.AE は、
別の悪質なソフトウェア を被害者のコンピュ ータにダウンロード/ インストールすることを主な目的としていま す。 このウイル
スは、セキュ リテ ィ関連の各種ドメインへのア クセスを阻止し、 セキュリテ ィ関連のサービスを停止させたり、セキュリテ ィ関
連ファイル を削除したりしま す。 さらには、 被害者のローカル ドライブ上や書き込み可能なネッ トワーク リソース上にあ
る .EXE ファイルと、 .SCR ファイルにも感染し、接続されたリム ーバブル ドライブに自らをコピーすることで増殖していきま
す。
新しいウイルスやトロイの木馬の多く が以前のバージ ョンに基づいており、 コードをコピー、または修正することにより、新種
や亜種を作成していま す。 これらの亜種の作成には、多く の場合ツールキッ トが使われ、1 つのマルウェアから数百～数千
の亜種を作ることができるようになっていま す。従来より、 亜種を検出、 ブロッ クするには、シ グネチャを 1 つずつ正確に識
別する必要があるため、 この方法はシ グネチャベースの検出を回避する戦術として広く用い られています。
ヒューリスティッ ク分析やジ ェネリッ ク検出などの技術を採用することで、同一のマルウェア ファミリの複数の亜種を正確に
識別・ ブロッ クできるだけでなく、ジ ェネリックな識別の対象となる特定の脆弱性を狙った新たな悪質コードを見つけることも
可能です。もっとも頻繁にブロッ クされたマルウェアのうちおよそ 32.8%が、このようにエ ンドポイント セキュリティ プロテ クシ
ョンによって検出されています。
Symantec MessageLabs Instant Messaging Security.cloud（日本未発売）: 未承諾の「SpIM」（Spam for Instant
Messaging） を送信した容疑で米国初となる逮捕者が出てから、2011 年 2 月 16 日（水）で 6 年目となりま す。2005 年、 ポ
ルノグラフィーと住宅ローンを宣伝する 150 万通以上の spim を有名なソーシャル ネットワークのインスタント メッセージ ャ
ー（IM） ユーザに送りつけたとして、 ニュ ーヨークの 10 代の若者が逮捕・起訴されました。さらには、 IM 経由でマルウェア を
2

For further information on these threats, please visit: http://www.symantec.com/business/security_response/landing/threats.jsp
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ばらまくこともすでに可能でした。たとえば、ある大手公共 IM ネッ トワークのユーザを狙った最初のマルウェア攻撃の 1 つ
に、10 年前の 2001 年 4 月に確認された W32/ Hello があります。 現在では、 多くの悪質なハイパーリンクが、疑うことを知
らないユーザに IM 経由で送られていま す。これらのリンクをクリックすると、行き先の URL から被害者のコンピュ ータにマ
ルウェアがインストールされることになりま す。
企業ユーザも一般ユーザも、顧客や同僚、友人と連絡を取り合うため、 職場や家庭で、 インスタント メッセージ ング（IM） を
多く利用しています。 2010 年には、IM の利用が増えたものの、 その一方で、1 台のコンピュ ータだけでなく、ネットワーク全
体にまでおよぶ可能性のある IM による危険性を危惧しているユーザはほとんどいませんでした。スパムという言葉は、今
ではコンピュ ータ ユーザ間で広く 認識されていま すが、SpIM について知っている人は尐なく、未知の相手からの IM を通し
て共有されるリンクをクリッ クすることが、 未知の送信者からの添付ファイルやメールを開くのと同じリスクをはらんでいるこ
とに気づいているユーザは多く ありません。
2010 年末時点で、平均して IM メッセージの 384 通に 1 通（0.26%）に、何らかの URL が含まれていました（免責条項など、
一部の組織に適用される法的要件を除く）。IM の 405 通に 1 通に URL が含ま れていた前年とく らべて、 0.01%増加した計
算になりま す。
セキュ リテ ィ on-Demand インテ リジ ェ ンスでは、 こ れらの URL に よるリス ク レ ベル を数 値化 する た め、 Symantec
MessageLabs Web S ecurity.cloud でブロッ クした URL とこれらの URL とを比較してみました。 つまり、IM 経由で共有さ
れた URL の中に、共有中の 30 日間において、すでに悪質であると特定され、 ブロッ クされていたウェブサイトと同じものが
ないかどうか調べたのです。
2010 年末までに、セキュリテ ィ on-Demand インテリジェンスでは、 IM 経由で共有された URL の 11.3 個に 1 個（8.85%）
が悪質なコンテンツが含まれるウェブサイトにリンクしていたことを突きとめました。これは、 IM 経由で共有された URL の
78 個に 1 個（1.28%）が、悪質なウェブサイトにリンクしていた 2009 年末時点とく らべて、 7.6%増加した計算になりま す。
昨年 1 年を通して、非常に多くの正規ドメインが改ざんされ、 悪質なコンテ ンツの ホスティングに利用されました。2010 年に
ブロッ クされた悪質なウェブ トラフィッ クの 90% 以上が、大手の正規ウェブサイトに向けたものでした。 最近では、 これらのド
メインの多くが、悪質なコンテンツのホステ ィングに利用されていることから、直接の脅威とは対照的に、 IM 経由で共有され
る URL の 11.3 個に 1 個が、 IM ユーザにとって明らかにリスクがあるものとなっています。 一部の正規ドメインについては、
このような脅威が取り除かれている可能性がありま すが、 かならずしも安全だとは言えません。
さらには、公共 IM ネッ トワークや有名なソーシャルネットワーキング サイトで CAPTCHA 技術を迂回し、偽のア カウントを
作成して、 それを使ってスパム や悪質なメッ セージ を送信するというのは、サイバー犯罪者の常套手段となっていま す。
CAP TCHA とは、 ユーザがコンピュ ータではなく人間であることをウェブサイトに対して証明するために解く必要のある、 小
さなオンライン パズルです。ソーシ ャル メディア ウェブサイトや公共 IM ネットワークで新規ア カウントを作成する場合など、
オンライン リクエストに答える際に、単語、または一連のゆがんだ文字や数字を入力するよう求められることがありま すが、
それが CAP TCHA です。 これらは基本的に、コンピュ ータが自動でア カウントを登録できないよう設計されていますが、サイ
バー犯罪者達は CAP TCHA システムの弱点を突く新しい方法を常に模索していま す。
昨年 1 年間で、 IM 攻撃の発生数は増加しました。特に正規の IM ア カウントを改ざんする目的の攻撃が増えていま すが、
これは、 以前のフィッシング攻撃から派生したものだと思われま す。IM の規制・管理は非常に難しく、しばしば問題が生じて
いま す。したがって、特に規制がしっかりした組織では、利用が広がりつつある便利なツールだということは分かっていても、
IM の使用を禁じているところが多くありま す。ただ、 IM クライア ントは柔軟性に富んでおり、 HTTP など他のプロトコルを使
った接続も可能なため、このような禁止は技術的に難しい部分もありま す。今では人気のあるソーシ ャル ネッ トワーキング
サイトの多くに IM 機能が組み込まれており、規制・管理がさらに困難になってきています。
単に IM の利用を禁止するだけでは、従業員の不満が生じたり、生産性が妨げられることで、ビジ ネスに悪影響がおよんだ
りといったリスクが懸念されま す。 IM による脅威に企業が効果的に対抗するには、 ユーザのマシンに被害がおよぶ前にす
べての脅威を細かく監視する、 ポリシ ーベースのセキュリテ ィ モ デルを採用する必要がありま す。組織全体で採用している
のと同じポリシ ーを、オフィス勤務者だけでなくリモート ワーカーにも適用することが可能です。
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Traffic Management
トラフィック マネジ メント機能のプロトコル レベルでの処理により、メッセージの総数は、減尐を続けています。 問題のある送
信元が特定されると、 TCP プロトコルに組み込まれた機能によって、そのメール サーバーへの接続がスローダウンしま す。
これによって、既知のスパムの受信数が大幅に減尐し、一方で正規のメールが優先的に受信されるようになりま す。

1 月にセキュリティ on-Demand が処理した SMTP 接続の数は、1 日あたり平均 21.0 億にのぼり、トラフィック マネジ メント
の結果、そのうち 78.4% が、明らかに悪質もしくは問題のあるトラフィッ クと判断され、遮断されました。 その後、 残りの接続
については、セキュリテ ィ on-Demand のコネクション マネジメント機能と Skeptic™によって処理されました。

Connection Management
コネクション マネジ メント機能は、ディレクトリ ハーベスト攻撃や、総当たり攻撃、メール DoS 攻撃など、問題のある送信者
が大量のメッ セージ を送信して組織に強引にスパム を浸入させたり、ビジ ネス上のコミュ ニケーシ ョンを混乱させたり する攻
撃を阻止する上で特に有効です。コネクシ ョン マネジメント機能は、SMTP レベルで働き、「SMTP 認証」技術を使って、 メー
ルサーバーへの接続が正規のものであるかどうかの認証を行いま す。送信元がオープン プロキシ、またはボットネットであ
ることが明らかな既知のスパム やウイルス発信元から送信される迷惑メールを識別し、それらの接続を拒絶することが可
能です。1 月には、 平均して、30.4%の受信メッセージ が、ボッ トネットなど既知の悪意ある発信源から送られたものとして捕
捉され、その結果、拒絶されました。
User Management
ユーザ マネジ メント機能では、「Registered User Address Validation（登録ユーザ アドレス検証）」技術を使い、受信側の
アドレスが無効または存在しないと特定された場合は接続を破棄して、登録ドメインのメールの総数を減らします。1 月には、
平均して 5.8%の受信メッ セージが無効と特定されました。 これらは、ドメインのディレクトリ攻撃を目論んだものでしたが、
結果的に失敗に終わっていま す。
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シマンテックについて
シマンテックは、 今日の情報主導の社会（information-driven world）において、企業および個人の情報の保護と管理を実現
するためのセキュリテ ィ、ストレージ、 システム管理のソリュ ーシ ョンを提供する世界的なリーダーです。シマンテックが提供
するソフトウェア とサービスは、 あらゆる箇所で発生するリスクから、情報を包括的かつ効果的に保護し、 情報が使用/保存
されている場所を問わずに確実に保全しま す。詳細は www.symantec.com/jp をご覧ください。
* Symantec 社および MessageLabss 社の名称、ロゴは、米国 Symantec Corporation の米国内およびその他の国における登録商標または商標です。
* その他製品名などはそれぞれ各社の登録商標または商標です。

メッ セージラボについて
メッセージ ラボは、中小企業からフォーチュ ン 500 社まで、世界 100 か国以上の国々で 30,000 社以上のクライアントを擁し、
メッセージ ングと Web を対象に統合セキュリティ サービスをご 提供するリーディング プロバイダです。メールや Web による
コミュ ニケーションの保護から管理、 暗号化にわたる幅広い管理セキュリティ サービスをご 提供していま す。詳しくは、 メッセ
ージ ラボの We b サイトでご覧いただけます。 http://www.messagelabs.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社日立情報システムズ
当社サポート窓口：shield-ondemand@ml.hitachijoho.com
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