
1. まえがき
ウィルスは，当初PCにおいてフロッピーディスクなど

の外部記憶媒体を通じてデータを破壊していくものとして

あらわれた．その後，インターネットの普及により電子メ

ールなどを介して，ネットワーク上を自己増殖しながら爆

発的に感染を広げるワームなどが出現し，社会問題となっ

た．また近年，個人情報，企業情報の流出などが大きな社

会問題となっている．一方，移動端末は電子決済機能など

が搭載され高機能化しつつあり，今後，攻撃のターゲット

となることが確実に予見されることから，特に，以下の危

険性に対する備えが必要となる．

①プログラムの高度化に伴う故意，悪意による誤動作

②侵入経路が多様化することによる危険性の増加と影響

の拡大

③移動端末のプラットフォームの統一化および標準化準

拠など仕様が一般に開示されることに伴う攻撃の可能

性の増加

本稿執筆時点（2005年1月）でもすでに“Cabir”,“Skulls”

といった，移動端末に対するウィルスが出現している（写

真1，2）．このようなウィルスやハッキングを重要問題と

とらえ，ネットワークの安全・信頼性対策の検討が国際規

模で活発に行われている[1]．こうした移動端末に対する危

険性を予防し，サービスの信頼性維持と向上を目的とし，

スキャンエンジンおよび無線通信を利用するスキャン用パ

ターンデータを更新するシステムを開発した．

このシステムは，i－modeサービスを利用しているお客

様，およびドコモのISP（Internet Service Provider）接続通

信サービス（i－mode対応端末からパケット網を経由して
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移動端末における不具合や悪意のある攻撃への対策とし

て，セキュリティスキャンシステムを開発した．これによ

り，移動端末のウィルスや問題の有無の検査および無線通

信を利用した遠隔ダウンロードによるパターンデータの更

新が可能となる．
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移動端末における不具合や悪意のある攻撃への対策として，セキュリティスキャンシステムを開発した．これにより，移動端末のウィルスや問題の有無の検査および無線通信を利用した遠隔ダウンロードによるパターンデータの更新が可能となる．
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ISPへ接続するサービス）を利用するお客様を対象とし，

かつ2004年 12月から発売されたFOMA（Freedom Of

Mobile multimedia Access）の901iシリーズ以降の機種で利

用可能である．

本稿では，セキュリティスキャンシステムの概要，スキ

ャンエンジンを搭載する移動端末とパターンデータの管理

を行うサーバでの実現技術，移動端末の操作方法について

述べる．

2. システム概要
システムの概要を図1に示す．ドコモでは，移動端末ソ

フトウェアに対する危険性を常時情報収集しており，問題

が発見されると，移動端末を保護するパターンデータが作

成され，端末ソフトウェア管理サーバ（MSR：Mobile ter-

minal Software Remote distributing system）に投入される

（図1①②）．お客様による移動端末からの操作により，

MSRにアクセスした後（図1③），パターンデータの更新が

必要な場合にのみ，最適なパターンデータが移動端末へダ

ウンロードされる（図1④）．移動端末の操作の詳細は5章

で述べる．ダウンロードされたパターンデータは，移動端

末のメモリ上に格納される（図1⑤）．移動端末のスキャン

エンジンは，このパターンデータを参照することにより，

移動端末の各種アプリケーションで使用されるデータ，ア

クセス先のコンテンツやサイトのURL（Uniform Resource

Locator）の文字列と比較して一致するものがないかを事前

に確認する．これらの結果，不具合を発生させる危険性の

あるデータの使用や，悪意のある攻撃を行い利用者に不利

写真1 「Cabir」画面イメージ

写真2 「Skulls」画面イメージ
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益を与える可能性のあるコンテンツやサイトへのアクセス

を未然に防ぐことが可能となる（図1⑥）．

このシステムは，PCの検出技術を基礎としたスキャン

エンジンを小型化することにより移動端末に搭載した．こ

れにより，移動端末自身がウィルスや問題の有無を検査す

る．また，スキャンエンジン用パターンデータは，ドコモ

網内に設置されたMSRで管理される．移動端末に対する

新たな危険性が顕在化した場合は，その危険性に対応した

最新パターンデータの遠隔ダウンロードを行うことによ

り，新たな危険性から回避することができる．これによ

り，移動端末のセキュリティ強化がタイムリーかつ迅速に

行われる．

また，システム開発期間の短縮・コスト削減のため，パ

ターンデータの管理を行うサーバは，「ソフトウェア更新シ

ステム」[2]で開発したMSRのアプリケーション，サーバ設

備をベースに実現した．

3. スキャンエンジンの小型化技術
スキャンエンジンを移動端末に搭載するにあたり，以下

の2つが前提条件となる．

aスキャン

格納されたスキャンエンジン用パターンデータを利用

し，各種アプリケーションが取り扱うデータなどの内容

をスキャン．さらに，ウィルスや不具合を引き起こす要

因がないかを検査・照合できること．

sパターンデータ更新

移動端末とMSRの間のインタフェースを使用して，ス

キャンエンジン用パターンデータをダウンロードし，移

動端末上で展開．ストレージまたはメモリ上に格納でき

ること．

PC用のスキャンエンジンに必要なメモリサイズは現在，

MBオーダーだが，移動端末にPC用のスキャンエンジンを

実装することは，ハードウェアへのインパクトおよびコス

トインパクトの両方を考慮しなければならない．したがっ

て，移動端末のスキャンエンジンに必要なメモリ容量は，

PC用のスキャンエンジンの1/10程度にまで削減すること

とした．スキャンエンジンのメモリ削減に向けて，前出の

条件を満たすよう，プログラムコードおよびデータ量の削

減を検討した．

スキャンは，その基本機能が削減されると，本来要求さ

れるセキュリティが低下する可能性がある．スキャン機能

のうち，基本機能の削減は行わず，移動端末に不要な機能

のみを削減することで，必要なメモリ容量を最適化するこ

ととした．

パターンデータ更新機能は，頻繁かつ常時使用される機

能ではない．したがって，パターンデータ更新処理に充当

されるメモリは，更新完了後にそのすべてを解放すること

により，メモリ容量の増加を抑制している．

具体的な削減内容の第1は，スキャンエンジン自身のプ

ログラムコード削減である．

このため，移動端末に搭載されている各種ファイルの圧

縮や伸張を行う処理，文字コード変換処理など，スキャン

機能と共有できるものと共有できないものを明らかにし

た．さらに共有できないもののうち，基本機能として不要

なものを除外した．移動端末に不必要な処理を削除するこ

とで，スキャン機能にかかわるプログラムコード量の削減

がなされた．

第2の削減内容は，MSRから移動端末に転送されるスキ

ャン用パターンデータ量の削減である．トラフィックの増

大を防ぎ，かつ現在のドコモ網へのインパクトが発生しな

いようにするため，ダウンロードされるパターンデータの

1個あたりのサイズは，i－modeメール1通分程度のサイズ

に抑えた．

4. パターンデータダウンロード
トラフィック抑制

本システムの運用によるドコモ網へのトラフィックを抑

制し，かつ移動端末のメモリを最小化するため，ダウンロー

ドするパターンデータの管理単位を以下のように検討した．

PCでは一律に同一パターンデータを提供しているが，本

システムでは移動端末メーカ，機種，ソフトウェアのバー

ジョンごとにパターンデータの管理を行うことで，ダウン

ロードするデータサイズの削減を行った．このソフトウェ

アバージョン単位の管理により，あるバージョン固有の問

題が発生した場合，その該当バージョンに限定してパター

ンデータのダウンロードを行うことで，トラフィックの増

大を抑制する．また，パターンデータは問題の種別ごとお

よび移動端末のソフトウェアバージョン単位に網羅的に作

成・管理することで，前回ダウンロード済みのパターンデ

ータとの差分のみをダウンロードすることを可能とし，ダ

ウンロードするデータサイズの削減を行った．

次にパターンデータのダウンロード方式について述べ

る．移動端末とMSR間の通信プロトコルについては，

HTTP（HyperText Transfer Protocol）を採用し，必要デー

タのみを送受することで，トラフィックを抑制した．また，

HTTPは，ソフトウェア更新システムで実績のあるプロト

コルであることから，既存のネットワークには変更を加え
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ず，MSRおよび移動端末のみの機能追加を行った．移動端

末とMSRの情報の送受には，HTTP POSTを利用する．図

2に示すとおり，パターンデータを更新する場合，移動端

末操作により，メーカ名，モデル名，サブモデル名，ソフ

トウェアバージョン，パターンデータバージョン情報を

HTTP POSTのリクエストボディに記述し，MSRにパター

ンデータ更新の要否を問い合わせる（図2①）．パターンデ

ータの更新が必要な場合は，更新用パターンデータのファ

イルパス，ファイル名をHTTP POSTのレスポンスボディ

に載せ，移動端末へ通知する（図2②）．移動端末は，該当

のパターンデータをHTTP POSTにより，ダウンロードす

る（図2③④）．

5. 移動端末の操作方法
パターンデータ更新機能とスキャン機能の操作方法につ

いて説明する（図3）．画面①から画面④まではパターンデ

ータ更新機能である．利用者は任意のタイミングでスキャ

ン機能のメニュー画面である画面①を表示する（メニュー

位置は移動端末の機種により異なる）．パターンデータを更

新する場合は，「パターンデータ更新」を選択する．更新を

確認する画面②を表示し，YESを選択するとダウンロード

が開始する（画面③）．パターンデータ更新が完了すると画

面④を表示して処理が完了する．

一方，スキャン機能の画面については問題要素が検出さ

れたときに表示するため，表示されるタイミングは場合に

よって異なる．例として，ブラウザでi－modeメニューの

特定のサイトを閲覧中に問題を検出した場合の画面を画面

⑤～画面⑥に示す．問題を引き起こす可能性のある情報を

スキャン機能が検出すると画面⑥を表示する．このとき，

スキャン用パターンデータに，問題となる画面の表示後，

利用者に対してどのようなアクションを行ってもらうか

を，個々のパターンごとに指定する．これはコンテンツに

よりウィルスなどのレベルが異なり，一律に処理ができな

いこと，利用者がPCの場合と異なり，本技術に精通して

いないため，移動端末側でも制御する必要があると考えた

からである．レベル値はあらかじめ問題となるデータの特

徴とともにパターンデータに格納しておくことにより実現

している．画面⑥はこのレベル値が1であった場合の例で

ある．他のレベルについて図4の画面⑦から画面⑪に示す．

レベル1のスキャン用パターンデータでは，問題となる
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データを表示するかどうかを利用者が選択可能である．実

際のウィルスなどの攻撃に対しては，動作を利用者の判断

で決めることは問題である．この場合は，画面⑨～画面⑪

のようにアクセス禁止からデータの強制削除までをコント

ロールすることができる．本機能も今回の開発により新規

に設計したものである．
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図3 パターンデータ更新と問題要素の検出時における移動端末画面イメージ
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6. あとがき
本稿では，無線通信を利用し遠隔ダウンロードによりス

キャン用パターンデータを更新するセキュリティスキャン

システム，移動端末スキャンエンジン技術，MSRサーバの

パターンデータダウンロード技術について解説した．本機能

はFOMA各機種に順次搭載予定である．今後，セキュリテ

ィスキャンシステムとその実現技術の応用を検討していく．
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