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1.	 はじめに

近年、企業のウェブサイトがサイバー攻撃などによって、情報を漏えいしてしまう事件が頻発しています。ウェブサイトからの情報漏えいや
改ざんは、毎月のように報道されていますが、これらの事件の多くは、ウェブアプリケーションの脆弱性を狙われることで起こっています。

シマンテックの調査によると、実に 78% のウェブサイトが何らかの脆弱性を抱えており、約 16％のウェブサイトで危険度の高い脆弱性が
検出されております。

出典　シマンテック　「2014 年インターネットセキュリティ脅威レポート」

ウェブアプリケーションの脆弱性は、ウェブサイトの開発・運営には常につきまとう、身近な問題となっています。このホワイトペーパーでは、
ウェブサイトを狙った 2014 年の代表的な攻撃手法を紹介し、その脆弱性の検出、対策方法に関して解説いたします。
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2.	 2014年のウェブサイト脆弱性を狙った代表的な攻撃

2.1	 OpenSSL	1.0.1 系の脆弱性を狙った攻撃（CVE-2014-0160,	Heartbleed）
2014 年 4 月に OpenSSL のバージョン 1.0.1 における脆弱性（通称「Heartbleed」）が発見されました。OpenSSL とは、オープンソー
スの暗号ソフトウェアライブラリで、Apache ウェブサーバ等で SSL/TLS 通信を行うために利用されます。攻撃者は、ウェブサーバが脆
弱なバージョンの OpenSSL を使用していて、かつハートビート拡張機能を有効にしている場合、ウェブサーバ側のシステムのメモリを読
み取り、SSL サーバ証明書の秘密鍵やログイン情報、その他の個人データなど機密情報にアクセスすることが可能になります。

Heartbleed は SSL/TLS 通信を利用するためのミドルウェアである OpenSSL の脆弱性を突いたもので、SSL サーバ証明書の脆弱性
ではありませんが、秘密鍵漏えいのリスクがあることから、シマンテックでは OpenSSL のアップグレード（OpenSSL バージョン 1.0.1ｊ
以上へのアップグレード）と SSL サーバ証明書の再発行を推奨しています。
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2.2	 	GNU	bash の脆弱性を狙った攻撃（CVE-2014-6271,	CVE-2014-7169,	CVE-2014-7186,	
CVE-2014-7187,	CVE-2014-6277,	CVE-2014-6278,Shellshock）

2014 年 9 月に Linux や Mac OS X を含む UNIX 系 OS で使用されているシェル※ Bash ※と呼ばれるソフトウェアに脆弱性が発見さ
れました。この脆弱性（CVE-2014 -6271, CVE-2014-6277, CVE-2014-6278, CVE-2014-7169, CVE-2014-7186, 
CVE-2014-7187）は「Shellshock」とも呼ばれ、攻撃者が標的としたコンピュータが乗っ取られるだけでなく、ネットワークを通じて
その他のコンピュータにも影響が及ぶ可能性があります。

※シェルとは、ユーザの命令を OS との間で仲介するソフトウェアです。

Bash に送信可能なコマンドには、環境変数を設定できるものがあります。今回の脆弱性は、攻撃者が環境変数に悪質なコードを追加可
能であり、その環境変数を受け取ると不正なコードが実行されてしまうというものです。

Shellshock の脆弱性に関する攻撃を回避するには、Bash へのパッチ適用が推奨されます。

2.3	 SSLバージョン3.0 の脆弱性を狙った攻撃（CVE-2014-3566,	POODLE）
2014 年 10 月に、SSL 3.0 プロトコルの深刻な脆弱性が発見されました。この脆弱性は「POODLE（Padding Oracle On 
Downgraded Legacy Encryption）」と呼ばれ、サーバ、クライアント間の通信において、SSL 3.0 を使用している場合、通信の一
部が第三者に漏えいする可能性があります。多くのウェブサイトでは TLS 1.0 などより新しいプロトコルを使用していますが、攻撃者はウェ
ブサーバに対して SSL 3.0 を使うように要求すること ( フォールバック ) も可能なため、サーバ管理者は SSL 3.0 のサポートを停止する
などの対応に追われました。

POODLE の脆弱性を突くことで、攻撃者は SSL 3.0 の設計を悪用して、中間者攻撃を実行し、セキュア HTTP cookie を含む機密情
報の暗号を解読することができます。結果として、ユーザのアカウントのセッションを乗っ取ることが可能になります。

POODLE のリスク軽減方法としては、SSL 3.0 あるいはあるいは SSL3.0 CBC モードを利用できなくすることが必要になります。
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3.	 ウェブサイトの健康診断と対策

3.1	 ウェブサイトにおけるCAPD
ウェブサイトの設計・開発時点で全ての脆弱性対策ができれば理想ですが、実際には日々新しい脆弱性が出て来ており、本番稼働前の対策
には限界があります。また新しい脆弱性に関する情報収集や影響範囲の判断、予算取得、開発者確保なども時間が掛かります。実際に約
1/3 のウェブサイトが脆弱性の対策に 91 日以上要したという調査結果もあります※。

※情報処理推進機構（IPA） 『ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する活動報告レポート [2014 年第 2 四半期 (4 月～ 6 月）])

シマンテックでは、そのような本番運用環境を想定した「CHECK → ACT → PLAN → DO」のサイクルを提唱しています。

これはまず、現状のウェブサイトの評価（CHECK）から始めて改善策を考えて行くという考え方です。このホワイトペーパーでは CHECK
のためのツールとして、脆弱性診断に関するいくつかのシマンテックのサービスと、ACT のためのツールとしてのシマンテックの WAF を
ご紹介します。

3.2	 シマンテック	の脆弱性アセスメントとセキュリティ診断サービス
脆弱性診断とは、ウェブアプリケーションが稼働しているウェブサイトの安全性を調査することで、脆弱性の有無やそのリスクを判断するサー
ビスです。サービスを利用する主な目的は、脆弱性を発見してセキュリティリスクを可能な限り軽減することです。また、第三者からの診
断を受けて、開発者のスキルアップを目指す企業もあります。昨今のウェブサイトに対するサイバー攻撃への対策は、定期的に脆弱性がな
いかどうかをチェックすることが重要です。

ウェブ脆弱性診断サービスには、主に「ツールによる診断」と「マニュアルによる診断」の 2 パターンがあります。ツール診断は、複数
の攻撃パターンを短期間で実施可能です。小規模サイトのシステムリリース前に診断を実施したり、リリース後の運用時に定期的に診断を
実施したりすることに役立ちます。診断作業が半自動化できるメリットがあるものの、詳細な調査を行うのが難しいです。例えば、診断ツー
ルは自動的にクロールして診断を行うものと実際の画面遷移を覚えさせてツールを動かすものがありますが、何か文字を入力しないと次の
画面に遷移できないようにサイトが設計されている場合には自動クロールの使用は困難です。

一方、マニュアル診断では、なりすまし等、正常通信と変わらない動きをする脆弱性について効果を発揮します。内容によって金額は大き
く変動します。主なセキュリティベンダのウェブ脆弱性診断サービスは、熟練のエンジニアによるマニュアル診断が主流です。エンジニアに
よる診断の場合、担当者のスキルに依存するため、スケジュール調整が難しい、コストが高額になる、本番システムへの負荷がかかるなど
の懸念点があります。
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メリット デメリット シマンテックのサービス

ツール診断 ・ あらゆる攻撃パターンを短時間で正確
に実施可能

・ 人の目で判断しなければ検出できな
い脆弱性はツールでは検出できない

・脆弱性アセスメント
・SSL Toolbox

マニュアル診断 ・ なりすまし棟、正常通信と変わらない
動きをする脆弱性について効果を発揮

・ ツール診断に比べて高価
・ 担当者のスキルレベルに左右される

・セキュリティ診断

シマンテックでは、インターネットの黎明期からウェブサイト運営者に対して、SSL サーバ証明書の提供を行って来ました。それに加えて、
昨今の高度化するサイバー攻撃に対抗するため、ウェブ脆弱性診断サービスの提供を行なっております。シマンテックの診断サービスは、
主に 2 つのラインアップを用意しております。

1. 脆弱性アセスメント（ツール診断）

2. セキュリティ診断サービス（マニュアル診断＋ツール診断）
① ウェブアプリケーション診断
② プラットフォーム診断

定期的なウェブ診断の利用に慣れていない場合、何からはじめてよいのか、どれぐらいの予算を見込めばいいのか、良く分からないことも
あります。そのような場合、一部の SSL サーバ証明書に無償で付属される「1. 脆弱性アセスメント （ツール診断）」から利用を開始して
みることも可能です。

1. 脆弱性アセスメント （ツール診断）

「脆弱性アセスメント」は、シマンテックの SSL サーバ証明書※をご利用中のお客様を対象に、インターネット経由で週一回診断を行うツー
ル診断です。ネットワークレベルからウェブアプリケーションレベルまで、幅広い診断を定期的に行うことができます。ウェブサイトのリリー
ス後の運用時に、この脆弱性アセスメントを利用することで、新たなセキュリティ脅威を検知したり、ウェブサイトの小規模改修時のセキュ
リティ対策漏れを検知したりすることができます。

※グローバル・サーバ ID EV、セキュア・サーバ ID EV、グローバル・サーバ ID をご利用のお客様に提供されます。セキュア・サーバ ID では提供されません。

シマンテック

インター
ネット

外部からの診断

レポート
（PDF）

ウェブサイト管理者

シマンテック管理者サイト
（コントロールセンターなど）

PDF
①週一回
　アセスメント
　診断

④管理画面で
　詳細確認

②脆弱性発見

③メールでお知らせ

脆弱性アセスメントは、シマンテックSSLサーバ証明書をご利用中のウェ
ブサイトに対しコモンネーム（FQDN）のトップページから診断を行い
ます。診断は、コモンネーム単位で実施します。

脆弱性アセスメントをお申込みいただくと一週間に一回のタイミングで
シマンテックの診断サーバからインターネット経由で、お客様のウェブサ
イトの診断を行います。

脆弱性が発見された場合、ウェブサイト管理者に対しメールで連絡され
ます。

ウェブサイト管理者は、シマンテックの管理者サイトで脆弱性のレポート
を確認、ダウンロードできます。また、脆弱性の修正後にお客様の都合
の良いタイミングで「再実行」が出来るボタンがシマンテックの管理者
サイトに表示されます。
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脆弱性アセスメントのレポートは一部英語での提供ですが、シマンテッ
クではレポートの見方ガイドを提供しておりますので、初心者の方でも、
すぐにご理解頂くことができます。

レポートは以下の項目で構成されています。

□ 脆弱性アセスメント概要

□ 重大な脆弱性の詳細

□ 注意を要する脆弱性のアクションリスト

□ 注意を要する脆弱性の詳細

□ Appendix A - システム環境情報

□ Appendix B - 技術参照情報

脆弱性アセスメントの評価項目は以下の通りです。

影響範囲 (Impact Area) 内容 (Definition)

ウェブ関連 (Web) ウェブサーバ、ウェブサーバのプラグイン、アプリケーションサーバなど

ウェブアプリケーションに関する脆弱性 
(Application)

ウェブアプリケーション、ウェブ開発フレームワーク、CMS など

データベースに関する脆弱性 
(Database)

データベースアプリケーション

メールに関する脆弱性 
(Mail) 

ウェブメール、SMTP、lMAP、POP3 など

ネットワークに関する脆弱性 
(Networking)

DNS、LDAP などのネットワークサービス、ルーターやファイアウォールの設定、SNMP など

リモートアクセスに関する脆弱性 
(Remote Access)

VPN、Telnet、FTP、SSHrlogin/RSH、desktop、x11 のようなリモート 
アクセスサービス

通信に関する脆弱性 
(Communication)

IRC、SSL、XMPP などの通信やメッセージングサービス

OS に関する脆弱性 
(Local)

OS レベルや、外部からは利用できないシステム内部に存在する

その他の脆弱性 (Other) 上記の分類に入らないその他脆弱性

脆弱性アセスメントの詳細： http://www.symantec.com/ja/jp/page.jsp?id=ssl-resources
脆弱性アセスメントレポートの見方：  
https://knowledge.verisign.co.jp/support/mpki-for-ssl-support/index?vproductcat=V_C_M&vdomain=VERISIGN.JP&page=content&id=SO23907
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シマンテック セキュリティ診断サービスは、専門技術者によるウェブサイトの脆弱性診断サービスです。ウェブサイトを安全に保つためには、
最新の攻撃手法や OS・アプリケーションの脆弱性に関する高度な知識を持った専門家によるアプローチが必要になりますが、このような人
員を企業内で確保・育成する事が難しい場合にお役立てください。

シマンテック お客様サイト

インターネット診断サーバ 診断対象のWebサーバ

診断は、診断サーバを介して実施し
ます。不正防止対策として、診断サー
バで全ての通信記録を取得し、監査
を行っています。

診断の際に利用する IPアドレスは
事前に通知します。
テストサーバへの診断の際には F/W
の設定を追加していただくことがあ
ります。

診断対象のWebサーバに対して、
設定変更や、Agentソフトウェアな
どのインストールは一切不要です。

診断時のトラフィック量は、
数十 kbps程度です。

万が一の障害に備え、事前に
バックアップの取得をお願い
しています。

セキュリティ診断サービスの詳細：http://www.symantec.com/ja/jp/security-diag-svc/

3.3	 SSL	Toolbox
SSL Toolbox（https://ssltools.websecurity.symantec.com/checker/）はシマンテックの提供する CSR およびウェブサイト上
の SSL サーバ証明書の確認ツールです。

この SSL Toolbox を使うと、ウェブサイトの SSL サーバ証明書インストール状況をチェックできるだけでなく、Heartbleed および
POODLE 脆弱性の有無も確認することが出来ます。

また CSR の内容をチェックする機能も用意されているので、SSL サーバ証明書を申請する前に、CSR が正しく作られているか確認する
のにも活用できます。

SSL Toolbox の利用方法詳細： http://www.symantec.com/jp/ssltools
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3.4	 シマンテック	クラウド型WAF
ウェブ診断の結果、ウェブアプリケーションの脆弱性が見つかった場合、アプリケーションの改修には、時間とコストがかかります。特に運
用開始後のウェブサイトの場合、予算確保ができない、開発者の確保ができない、社内の調整が難しい等の問題が発生します。

そこで、シマンテックでは、「シマンテック クラウド型 WAF（Web Application Firewall）」を提供しています。クラウド型の WAF サー
ビスを素早く導入することで、検出された脆弱性を無害化することが可能です。クラウド型の WAF を導入すると、WAF がリバースプロ
キシとしてウェブサーバの前面に立つため、ウェブアプリケーションには手を入れずに、ウェブアプリケーションの脆弱性を覆い隠すことが可
能です。すべての運用は WAF センター側で実施されますので、最新のセキュリティ対策で守ることができます。

Webサイトの
改ざん 情報流出

個人情報搾取

ブロック

ブロック

ブロック

ブロック

WAFセンター

シマンテック クラウド型WAF

利用者

お客様システム

お客様のシステムは
何も変わりません。

運用更新＆シグネチャの更新、
全てWAFセンターで実施します。

ハッカー

ハッカー

マルウェアによる
ウイルス拡散の防止

「シマンテック クラウド型 WAF」の特徴

▪▪ お客様のウェブアプリケーションに変更を加えることなく、WAF の導入が可能です

▪▪ 短期間で導入が可能です

▪▪ 運用やシグネチャ更新は、全てクラウド側で対応します

シマンテック クラウド型 WAF によって、「SQL インジェクション攻撃」、「コマンドインジェクション攻撃」を無害化できる他、お客様のウェ
ブサーバが直接インターネットに公開されないため、「Apache Killer」や「Hash DoS」による DoS 攻撃も防ぐことができます。この
ホワイトペーパーの前半で触れた Heartbleed、Shellshock、POODLE などのミドルウェアの脆弱性を狙った攻撃も防ぐことも可能です。

シマンテック クラウド型 WAF は、1ヶ月間無料で試用・検証可能な無料トライアルキットを用意していますので、実際に WAF を通した通
信テストなどを行うことが可能です。

シマンテック クラウド型 WAF の詳細： https://www.symantec.com/ja/jp/page.jsp?id=waf-information-center

4.	 まとめ

2014 年は、Heartbleed、Shellshock、POODLE などの深刻な脆弱性が次々に明らかになりました。昨今のウェブサイトに対するサ
イバー攻撃への対策は、定期的に脆弱性がないかどうかをチェックすることが重要です。本番運用が開始されているウェブサイトで、日々
出てくる新しい脆弱性に対応するには CAPD のサイクルで、ウェブサイトの定期的な評価と改善のサイクルを回すことが重要になります。
シマンテックでは、システムリリース時や月次または年次などの定期的なサイクルで「マニュアル診断＋ツール診断」を実施し、日々の運
用時は「ツール診断」を定期実行することを推奨しております。また、脆弱性が見つかった場合は、アプリケーション改修か WAF 導入で
回避することができます。
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