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発刊に寄せて

　2011 年は、アンドロイドにとって飛躍的な拡大の年になりました。この勢いは、さらに続きそう
です。ガートナーは、2012 年には世界のスマートフォンの約半数がアンドロイドになると予測して
います。特に、日本では 2012 年の早い時期に 2,000 万台を超えるアンドロイド端末が存在すること
になると思います。日本は世界有数のアンドロイド大国になろうとしています。

　アンドロイドアプリの市場も、グローバルに急速に拡大しています。重要なのは、クラウド利用
とソーシャルネットワークの普及を背景に、モバイルとモバイルコンテンツをめぐる環境が、かつ
てとは大きく変化していることです。その特徴の 1 つは、巨大なクラウドと無数のモバイルが 1 つ
に結合して、新しいネットワークメディアを形成しつつあることです。もう 1 つの特徴は、個人に
強く紐付いた GPS と NFC 搭載のデバイスが普及する中で、新しいコマース市場が立ち上がりつつ
あり、新しいマーケット手法の模索が始まっていることです。

　こうした中で、コミュニケーションと情報の共有を進めながら、個人のプライバシーとコンテン
ツの権利を守り、コマースを中心とした新しいネットワーク市場の活性化を図る、新しい枠組みの
確立が求められています。こうした取り組みの最も基本的な部分の 1 つが、マーケットへの安全な
アンドロイドアプリの提供です。

　本書の前半部分は、パーミッション設定を中心とするアンドロイドのセキュリティに対する俯瞰
です。個々の設定については、開発者には周知のことも含まれていると思いますが、こうしたパー
ミッションという横串でアンドロイドのセキュリティを概括してみると、新たに気付く点がきっと
あると思います。本書の後半部分は、LVL、暗号化、アカウントマネージャといった、アプリケー
ションの保護に関わる諸技術を主題としています。この点も、他書にはない特徴だと思います。
　アンドロイドのセキュリティに焦点を合わせた本書が出版されるのは、とても時宜にかなったこ
とです。アンドロイドコミュニティは本書を歓迎することでしょう。

 2011 年 11 月 15 日
 日本 Android の会 会長
 丸山不二夫
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　この 1 年でアンドロイド端末は爆発的に普及し、多くの個人や企業によってアンドロイド向けの
アプリケーションやサービスが開発、提供されるようになりました。その一方で、アンドロイドマー
ケットでは、セキュリティホールがあったりスパイウェアと間違われやすいパーミッションが付い
ていたりといった、セキュリティをないがしろにした状態にあるアプリケーションが見られるのも
現実です。
　要因としては、Web サービス会社やシステム開発会社、携帯電話 /PC/ 組み込み向けのソフトウェ
ア制作会社、企画会社など、さまざまな業種の企業によってアンドロイドアプリが作成され、それ
らの業種ごとにセキュリティに関する考え方が異なることが挙げられます。また、アンドロイド
OS 自体がまだ 3 年程度の歴史しかなく、注目を浴びたここ 1 年で爆発的に普及したために、アン
ドロイドアプリの開発経験が 1 年にも満たないプログラマが大半を占めていることも考えられます。
　アンドロイド OS は現在、主に携帯電話のプラットフォームとして使われています。携帯電話は
電話帳などの個人データを保管しているので、アプリケーションを作成する上では、他のプラット
フォーム上のアプリケーションよりもセキュリティに関して多くの注意を払う必要があります。ア
ンドロイドアプリは主に Java で作成しますが、経験豊かな Java の技術者であっても、アンドロイ
ドの知識がないと初歩的なミスを犯すことがあります。最近では、Skype アプリに脆弱性が見つ
かっています。この脆弱性はすぐに改修されましたが、非常に初歩的な問題でした（この問題につ
いては、第 1 章のケーススタディで詳しく解説しています）。
　本書では、アンドロイドのセキュリティ構造を解説すると同時に、アプリケーション開発時に発
生する脆弱性問題を取り上げ、その解決方法を示します。また、アプリケーション開発者が陥りや
すい失敗例などを紹介します。本書が良質なアンドロイドアプリを開発する上での一助になれば幸
いです。
　なお、本書の執筆にあたっては多くの方々の支援をいただきました。
　巻頭言の執筆を快く引き受けてくださいました丸山先生、ありがとうございました。誇らしい気
持ちでいっぱいです。レビューに協力いただいた、androidzaurus さん、typex20 さん、目からウ
ロコの指摘を多々いただき、とても助かりました。ありがとうございました。遅れがちな原稿やこ
ちらのわがままに辛抱強くお付き合いいただいた編集の鈴木教之さん、遠藤美代子さん、最後まで
ご迷惑かけ続けで申し訳ありませんでした。感謝しています。日常の業務の傍ら執筆に協力してく
れたタオソフトウェア社員達、やったね！！本書によってタオソフトウェアも一回り成長できたの
ではないかと思っています。本当にありがとうございました。

 2011 年 11 月 30 日
 タオソフトウェア株式会社　代表取締役
 谷口岳

はじめに ― アンドロイドとセキュリティ
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本書の対象読者
　本書では、アンドロイドアプリの開発者向けに、セキュアなアプリケーションを開発するための
ポイントを示します。本書の読者は、アンドロイドアプリの開発経験があり、ある程度のアプリケー
ションを独力で開発できることを前提としています。このため、本文中では、Java や Eclipse といっ
た開発環境や、アンドロイドアプリを構成するアクティビティやコンテントプロバイダといった要
素の基本的な部分については説明しません。

本書の解説範囲
　本書では、アンドロイド OS 自体の脆弱性、および OS へのハッキングに関しては取り扱いません。
また、組み込みソフトウェアレベルでのセキュリティに関する話題も取り扱いません。一般に市販
されているアンドロイド端末上で動作するアプリケーションを作成する上で、プログラマが設計時
に検討すべきセキュリティに関する事項について解説します。
　また、脆弱性のないアプリケーションを作成するために必要な基礎知識や、脆弱性が生じてしま
う理由などについても説明します。

本書の構成
第 1 章　ケーススタディ  

脆弱性がある 2 件のケースについて解説します。取り上げた 2 つのケースはどちらも重大な
脆弱性と言えるものですが、これを防ぐためには特殊な知識は必要ありません。アンドロイ
ドのセキュリティに関する基本的な知識があれば十分です。ここでは、アンドロイドのセキュ
リティに関する基礎を知っておくことの重要性を取り上げます。

第 2 章　セキュリティ要件  
何を守らなければいけないのかを検討する上でのポイントを説明します。守る必要のあるも
のとないものを整理していく上で基準となる、セキュリティの考え方について述べています。

第 3 章　アンドロイドのセキュリティ  
アンドロイドのセキュリティがどのような思想で設計され、動作しているのかを、技術的な
観点から述べています。各項目の詳細については、第 4 章から説明していきます。

第 4 章　アプリケーションファイル（APK ファイル ）  
アプリケーションとして配布される APK ファイルの仕組みについて説明します。アプリケー
ション内に含まれているデータに簡単にアクセスできることを実例を挙げて説明し、セキュ
アにしなければならないデータをアプリケーション内に含めるべきではないことを示します。

第 5 章　ファイルのアクセス許可  
アプリケーションが実行中に作成するファイルとアクセス許可について説明します。ファイ
ルを作成する機能である「プリファレンス」や「データベース」についても述べています。
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第 6 章　パーミッション  
アンドロイドの主な権限管理のための仕組みであるパーミッションについて説明します。パー
ミッションの使用方法、パーミッションを用いたアクセス制限方法、パーミッションの作成
について説明します。

第 7 章　コンテントプロバイダ  
コンテントプロバイダのセキュリティを確保するための方法に関して詳しく解説しています。

第 8 章　インテント  
アプリケーションとアプリケーションが連携する仕組みの中でのセキュリティについて説明
します。インテントを用いてデータをやり取りするアクティビティ、ブロードキャストレシー
バ、サービスについて解説しています。また、これらのモジュールに対してパーミッション
によるアクセス制限を行う方法についても解説しています。

第 9 章　アプリケーションの保護  
アプリケーションの不正利用について説明します。ソースコード解析が簡単であるという例
を挙げ、その対策としてのソースの難読化について説明し、アプリケーションの不正利用に
効果がある Android Market Licensing Service についても取り上げます。

第 10 章　暗号化手法  
アンドロイドでよく使われる「AES」と「RSA」について解説し、それらの使用法を説明します。

第 11 章　セキュリティに関連する機能  
アンドロイド OS に用意されているセキュリティ関連の機能について述べています。アンド
ロイド端末をハードリセットできる Device Administration や、アカウントを管理するアカウ
ントマネージャについて解説します。

付録 A　セキュリティ対策チェックリスト  
アプリケーション設計時に、セキュリティ面で確認すべき項目の一覧です。検討漏れがない
かどうかチェックする際に使用してください。

付録 B　用語集  
本書で使用している用語のうち、補足説明が必要と思われるものを一覧し、説明しています。
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　現在、アンドロイド OS は携帯電話（スマートフォン）用の OS として爆発的な普及を見せていま
す。アンドロイド OS は Linux をベースにしていますが、Linux のすべての機能が実装されている
わけではありません。また、アンドロイドアプリは Java で開発するのが主流ですが、Java のすべ
ての機能が使えるわけではありません。一般的な OS と Java の感覚でアンドロイドアプリを開発
してしまうことで、意図せずにセキュリティホールを生み出してしまうことがあります。ここでは、

「知っていれば防げたのに」という事例を 2 つ挙げてみたいと思います。

1.1　Skype アプリの脆弱性
　Skype とは、インターネットを使って音声通話やビデオ通話等を行うサービスで非常に有名なア
プリケーションです。2011 年 4 月 16 日にアンドロイド版 Skype に個人情報を取得できる脆弱性が
発見され、同年 4 月 21 日に修正が行われています。

脆弱性により流出する情報：

 Skype に登録した個人情報●●

 Skype コンタクト情報●●

 チャットの履歴●●

原因：

 設定ファイルとデータベースファイルのアクセス許可がすべてのアプリケーションから読●●

み書きできる状態になっている
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	 データが暗号化されずに平文で格納されている●●

　通常のアンドロイドアプリでは、設定情報などを保存するためにプリファレンスを利用する場合
は /data/data/<パッケージ名 >/shared_prefsディレクトリにファイルが保存され、データベース
を利用する場合は /data/data/<パッケージ名 >/databasesディレクトリにファイルが保存されま
す。この場合、保存されたファイルはアンドロイドOSのセキュリティ機能によって保護され、ア
プリケーションが意図的に公開しない限り、他のアプリケーションからアクセスできないようにア
クセス許可が適切に設定されます。
　しかし Skype アプリでは、設定ファイルやデータベースファイルを通常の位置ではなく、独自に
生成した /data/data/com.skype.raider/filesディレクトリの下に保存しています※1。アンドロ
イドOSでは、パッケージ名ディレクトリの下にある filesディレクトリは、そのアプリケーショ
ンが自由にファイルの入出力を行うことができる場所であり、アクセス許可の設定もアプリケー
ション自身に任されています。今回の脆弱性は、Skype アプリがアクセス許可の設定を適切に行っ
ていなかったことが原因で発生しています。

1.1.1　チャット履歴の取得例
　com.skype.raiderディレクトリと com.skype.raider/filesディレクトリのアクセス許可を調
べてみましょう。ディレクトリの読み取りは他のアプリケーションに許可されていないため、ここ
では root ユーザで実行します。

sリスト 1-1　/data/data/com.skype.raider ディレクトリ

# ls -l /data/data/com.skype.raider/
ls -l /data/data/com.skype.raider/
drwxrwx--x app_158  app_158           2011-07-12 16:42 cache
drwxr-xr-x system   system            2011-07-12 16:33 lib
drwxrwx--x app_158  app_158           2011-07-12 16:29 databases
drwxrwx--x app_158  app_158           2011-07-12 16:44 files
drwxrwx--x app_158  app_158           2011-07-12 16:29 shared_prefs

sリスト 1-2　/data/data/com.skype.raider/files ディレクトリ

# ls -l /data/data/com.skype.raider/files
ls -l /data/data/com.skype.raider/files
-rwxrw-rw- app_158  app_158     54738 2011-07-03 10:56 shared.xml
drwxrwxrwx app_158  app_158           2011-07-12 19:35 (Skype ID名ディレクトリ※ 2)
-rwxrw-rw- app_158  app_158         0 2011-06-30 10:37 shared.lck
-rwxrw-rw- app_158  app_158        16 2011-06-30 10:37 csf
-rwxrwxrwx app_158  app_158   2559052 2011-06-30 10:37 skypekit

※ 1	 com.skype.raiderは Skype アプリのパッケージ名。
※ 2	 実際には Skype	ID がディレクトリ名となります。



3

1

1.1　Skype アプリの脆弱性

　設定ファイル /data/data/com.skype.raider/files/shared.xml がすべてのユーザから読み取
り可能であることがわかります。このファイルからユーザの Skype ID を読み取ることができます。
アプリケーションがインストールされると、アンドロイドOSによってアプリケーションごとにユー
ザ ID が作成されます。この端末にインストールされた Skype アプリの場合、ユーザ ID は「app_158」
です。以降の操作は、「app_158」ユーザ以外の一般的なアプリケーション権限を持つユーザとして
実行したものです。

sリスト 1-3　shared.xml ファイルの内容

$ ls -l /data/data/com.skype.raider/files/shared.xml
ls -l /data/data/com.skype.raider/files/shared.xml
-rwxrw-rw- app_158  app_158     54738 2011-07-03 10:56 shared.xml
$ cat /data/data/com.skype.raider/files/shared.xml
cat /data/data/com.skype.raider/files/shared.xml
<?xml version="1.0"?>
<config version="1.0" serial="29" timestamp="1310374082.19">
  <Lib>
    <Account>
      <Default>(Skype ID)</Default>
    </Account>
    <Audio>
      <SidIpcKeyPrefix>/tmp/</SidIpcKeyPrefix>
    </Audio>
    <BCM>
      <_2>
    （以下省略）

　上記から取得した Skype ID を元に、/data/data/com.skype.raider/files/<Skype ID> ディ
レクトリを参照し、SQLite データベースファイル main.db を取得します。main.db もすべてのユー
ザから読み取り可能で、コンタクト情報やチャット履歴データが平文で保存されているため、個人
情報の参照が可能です。

sリスト 1-4　Skype ID ディレクトリ

$ ls -l /data/data/com.skype.raider/files/(Skype ID)
ls -l /data/data/com.skype.raider/files/(Skype ID)
drwxrwxrwx app_158  app_158           2011-06-30 10:38 voicemail
-rwxrw-rw- app_158  app_158     33344 2011-07-03 11:03 bistats.db-journal
-rwxrw-rw- app_158  app_158     61440 2011-07-03 11:03 bistats.db
-rwxrw-rw- app_158  app_158    135944 2011-07-03 11:03 main.db-journal
-rwxrw-rw- app_158  app_158    327680 2011-07-03 11:03 main.db
-rwxrw-rw- app_158  app_158      4904 2011-07-03 10:52 config.xml
-rwxrw-rw- app_158  app_158     40960 2011-06-30 10:38 keyval.db
-rwxrw-rw- app_158  app_158         0 2011-06-30 10:38 config.lck
-rwxrw-rw- app_158  app_158     12824 2011-06-30 10:38 keyval.db-journal
drwxrwxrwx app_158  app_158           2011-07-12 19:35 chatsync
$
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1.1.3　なぜこのようなことが起こったのか
　Skype は、Windows や Mac など、さまざまなプラットフォームで動作するように移植されてい
ます。Windows 7 にインストールされた Skype アプリの場合は、C:\Users\<Windowsユーザ名 >\

AppData\Roaming\Skype\<Skype ID>\ フォルダの下に main.db などのファイルが存在することが
わかります（図 1-2）。

図 1-2　ユーザディレクトリ内の Skype ファイル

　このディレクトリ構造はアンドロイド版と同じであり、shared.xml ファイルも main.db も暗号
化されていません（図 1-3）。アンドロイド版 Skype も他のプラットフォームから移植されたと考え
られます。
　たとえば Windows 版の場合、ユーザディレクトリ内の Skype ファイルは Windows 上の他のユー
ザからは参照できない位置にあります。しかし、Skype を使用しているユーザが第三者の悪意のあ
るプログラムをインストールした場合、アンドロイド版と同じく、Skype に登録した個人情報や
チャット履歴などのデータが漏洩することになります。本来ならば Windows 版でも保存するデー
タを暗号化すべきところですが、受信したメールを暗号化せずに保存するアプリケーションが普通
に存在するように、このレベルの問題は Windows では脆弱性と見なされていないと言えるでしょ
う。同じ仕組みであるにもかかわらず、Windows 版では脆弱性として扱われないのに対し、アン
ドロイド版では脆弱性として扱われるということです。アンドロイドアプリはスマートフォン上で
動作するため、Windows よりも強いセキュリティが必要になります。Windows のファイルに関す
る権限とユーザ権限の関係は、アンドロイドの権限構造とは異なります。セキュリティモデルにつ
いて Windows と同じ概念を持ち込むのは非常に危険です。
　Skype は、通話データを暗号化するなど、セキュリティに関して通常より厳しいスタンスを
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取っています。今回その Skype 社がこのような単純な脆弱性問題※ 3 を発生させてしまったのは、 
/data/data/<パッケージ名 > ディレクトリの下は読み取り不能であるという勘違いと、読み取り不能
なのでデータを暗号化する必要はないという判断が重なってしまったからでしょう。/data/data/ 

<パッケージ名 > の下にあるディレクトリであっても、他のアプリケーションから読み書き可能なファ
イルを作成できるということと、他のアプリケーションから参照可能であることは脆弱性と見なさ
れることを知っていれば、このような問題は起きなかったのではないのでしょうか。

1.2　コンテントプロバイダ使用時の典型的な脆弱性
　アンドロイドアプリには、アプリケーション内のデータを外部に公開してアプリケーション間で
共有する、コンテントプロバイダという仕組みが存在します。コンテントプロバイダはデータベー
スへの読み書きを行うインターフェースとして作成されることが多く、また開発時の分業にも役立
つため、データベースを使用するアプリケーションでは、外部にデータを公開する必要がなくても
コンテントプロバイダを使用しているケースがよく見られます。アンドロイド OS のセキュリティ
基本方針は、他のアプリケーションへのアクセスをデフォルトで禁止することですが、コンテント
プロバイダは外部にアプリケーションデータを公開するための仕組みなので、他のアプリケーショ

※ 3	 参考：Skype 社公式リリース「Android 版 Skype の情報流出の脆弱性について」
	 http://blogs.skype.com/ja/2011/04/19/skype_android_privacy_vulnerability.html

図 1-3　main.db の内部を表示
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1.2　コンテントプロバイダ使用時の典型的な脆弱性

ンからのアクセスがデフォルトで可能となっています。このため、データベース内に個人情報など
が存在する場合、アクセス制限を適切に行わないと、他のアプリケーションからアクセスされ、情
報が漏洩してしまいます。
　アンドロイドマーケット上には、電話帳などの個人情報にアクセスしてアプリケーション固有の
データベースに保存しているにもかかわらず、コンテントプロバイダへのアクセスを制限していな
いものが見受けられます。このような脆弱性を持っていることが第三者にわかってしまうと、この
脆弱性を突いた第三者アプリケーションによる個人情報の流出が可能になります。ここでは、第三
者アプリケーションがどのようにして情報を取得するかについて説明します。

1.2.1　電話帳データの漏洩例

プログラムA：電話番号からQRコードを作成するアプリ

　日本では電話番号を交換する際、赤外線通信を使って電話番号の交換を行うのが一般的です。しか
し、アンドロイド端末には赤外線通信機能が付いていないものも多いため、口頭による電話番号の
交換の代わりに、電話番号を QR コード化してアンドロイド端末上に表示し、受け取り側のカメラで
QR コードを読み込んで電話番号を受け取るという、アプリケーションを経由した方法が存在します。
　QR コードアプリ（プログラム A）をインストールすると、「連絡先データの読み取り」パーミッショ
ンがあることが表示されます。このアプリケーションは当然電話番号にアクセスする必要がありま
すし、ネットワーク通信を行うパーミッションもないため、ユーザはプログラム A によって連絡
先データがネットワーク経由で収集されることはないと判断し、安心してインストールを行います。
ここでは、作者の不注意により、プログラム A は電話帳から電話番号を取得してアプリケーショ
ン内のデータベースに名前や電話番号などの値を保存し、コンテントプロバイダで無制限に外部に
公開しているものとします（図 1-4）。

プログラムB：壁紙ダウンロードアプリ（プログラムAの脆弱性を利用したスパイアプリ）

　有名になったプログラム A を調べていて、コンテントプロバイダへのアクセスが可能であること
を発見した悪意を持つ第三者は、この脆弱性を利用してユーザの個人情報を盗むプログラム B を作
成します。プログラム B はスパイアプリとわからないよう、正しい目的でインターネットにアクセ
スするように見えるアプリケーションとして、壁紙をダウンロードするアプリケーションを作成し
ます。ユーザがプログラム B をインストールする際には、「ネットワーク通信 / 完全なインターネッ
トアクセス」パーミッションがある旨が表示されます。壁紙をダウンロードするアプリケーション
なのでネットワーク通信は必要であり、個人情報へのアクセス権限は持っていないので、ユーザは
安心してインストールを行います（図 1-5）。
　しかし、このプログラム B は壁紙をダウンロードするだけでなく、プログラム A のコンテント
プロバイダから名前や電話番号などの個人情報を取り出し、自分のネットワークサーバにアップ
ロードします。アンドロイドでは、アプリケーションプロセスが他のアプリケーションから守られ
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　プログラム A の脆弱性により、ユーザは個人情報を抜き取られてしまいます。このような仕組
みによってデータを抜き取られる可能性があることはあまり知られておらず、アンドロイドアプリ
の開発経験を積んだ技術者だけが把握しているのが現状です。この問題についての対策は、個人デー
タにアクセスするコンテントプロバイダに適切なアクセス制限をかけるだけですが、コンテントプ
ロバイダの動作の仕組みをよく理解していないと、重大なセキュリティホールを発生させてしまう
可能性があるので、注意が必要です。

1.3　まとめ
　アンドロイドの基本的な動作を理解していないことが原因で、作成したアプリケーションが意図
せず、大きな問題を抱えてしまう可能性があることが理解いただけたでしょうか。次章では、アン
ドロイド OS がセキュリティを維持するための仕組みについて見ていきます。





　本章では、セキュアなアプリケーションを作成する上で検討すべきポイントについて説明しま
す。守る必要のあるものとないものを整理していくための基準となるアンドロイドのセキュリティ
の考え方について見ていきます。

2.1　セキュリティ要件とは
　一口にセキュリティといっても、さまざまな捉え方があります。想定すべき脅威は何か、どのよ
うなデータを守るのか、どの程度の強度で守るのか、といった点で指針となるものの基本的な考え
方をセキュリティポリシーと呼びます。アプリケーションを設計する際には、アプリケーションが
提供する機能とセキュリティポリシーを踏まえ、設計、実装などの技術でどこまでをカバーし、運
用でどこまでをカバーするのかを確定しておく必要があります。これをセキュリティ要件と呼びま
す。あらかじめセキュリティ要件を決定しておくことにより、個々の開発者のセキュリティ意識に
依存することなく、アプリケーションを構成するすべてのモジュールを統一されたセキュリティレ
ベルで設計 / 開発することが可能になります。

2.2　保護すべき項目の範囲
　悪意のある第三者によってアプリケーションが不正使用されたり、データを盗まれて悪用された
りすることがないよう、通信を含めたすべてのアプリケーションデータを暗号化し、アプリケー
ションが使用するリソース情報も暗号化し、さらにアプリケーションを使用するときに利用者認証
を行うなどして、アプリケーションのセキュリティを強化できます。しかし、すべてを暗号化して

セキュリティ要件
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しまうと、アプリケーションの処理効率や、データサイズ、製造コストの面でデメリットが大きい
ことは明らかです。守るべきデータと守る必要のないデータを区別し、本当に必要な処置だけを施
すのが理想的です。アンドロイド端末は普通の携帯電話と比べてオープンであり、アプリケーショ
ンの自由度も高いと言えます。セキュリティ要件を検討する際には、「多機能電話機」という視点で
はなく、「持ち運びできる PC に電話機能が付いたもの」という視点で捉えることで、守るべきデー
タの範囲を検討するとよいでしょう。少なくとも、以下の4点について検討しておく必要があります。

 プライバシー保護●●

 著作権保護●●

 アプリケーションの悪用抑止●●

 アプリケーションの不正利用抑止●●

2.3　プライバシー保護

2.3.1　連絡先アプリのデータ
　ほとんどのアンドロイド端末には、連絡先アプリがプリインストールされています。連絡先アプ
リはいわゆる住所録であり、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスなどを登録できます。
　一方、アンドロイド OS では、パーミッションを設定するだけでアプリケーションが連絡先情報
にアクセスすることが可能です。OS がデータを公開している以上、ユーザのプライバシーに属す
る情報が漏洩するかどうかは、データを使用する各アプリケーションの振る舞いに依存することに
なります。開発者は自分のアプリケーションが情報漏洩の引き金にならないように注意する必要が
あります。
　また、このデータはアプリケーションが野方図に使用してよいと考えるべきではないでしょう。
アンドロイド OS は、連絡先にアクセスするアプリケーションのインストール時に、アプリケーショ
ンが要求するパーミッションをユーザに通知してインストールの許可を求めますが、これだけでは
十分とは言えません。アプリケーションは、連絡先のデータを使用する目的をアプリケーション自
身が用意したユーザインターフェースを通じてユーザに通知し、ユーザの許可を得るようにしたほ
うがよいでしょう。これは、後述するプライバシー情報についても同じことが言えます。

2.3.2　プライバシー情報の範囲
　スマートフォンが普及し、さまざまなサービスが登場している中で、プライバシー情報の範囲も
広がってきています。また、情報がユーザのプライバシーに関わるものであるかどうかを判断する
基準はあいまいであるのが現状です。プライバシー侵害ではないかとユーザからクレームが多数寄
せられ、停止に追い込まれたサービスも出てきている現状を考えると、アプリケーションの開発者



13

2

2.3　プライバシー保護

はユーザのプライバシー保護を重要な設計項目として考える必要があります。直接的な個人情報で
はありませんが、ユーザのプライバシーに関わる情報の一例として以下を挙げることができます。

 ●● アプリケーションの起動履歴  
いつどのようなアプリケーションを起動したのかを履歴で確認できるので、ユーザが興味を
持っている分野を特定できる情報と言えます。

 ●● ブラウザの URL 参照履歴  
ユーザが興味を持っている情報分野の傾向をある程度捕捉できる情報と言えます。

 ●● 位置情報  
ユーザの行動範囲を捕捉できる情報と言えます。

　これらの情報を使用するアプリケーションを作成する場合には、連絡先と同様、情報を取得する
ことをユーザに明示し、ユーザの許可を得ることが望ましいと言えます。基本的には、オプトイ
ン※ 1 の形で許可を求めるのがよいでしょう。また、取得した情報の用途をユーザに明示するととも
に、情報の利用をユーザがいつでも停止できる手段を用意しておく必要もあるでしょう。取得した
情報については、情報を利用するアプリケーションの用途と管理するデータの内容に応じて保護レ
ベルを検討することになりますが、個人情報であるという認識を持ち、できる限り対策を施すべき
です。

2.3.3　個人情報保護法
　業務用アプリケーションの場合は、個人情報保護法も意識する必要があります。現在、個人情報
の保護に関する法律（略称は個人情報保護法）が施行されており、個人情報取り扱い事業者には、情
報の取得方法や利用目的の特定、制限などについて義務が課せられています。
　個人情報保護法第 2 条第 1 項は次のように定義されています。

 第 2 条第 1 項
 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む）をいう。

　業務用アプリケーションは、取り扱うデータの規模によっては、個人情報保護法の適用を受ける
可能性があり、適用を受ける場合、情報は法律に従って厳重に管理される必要があります。
　たとえば、業務用のデータを OS 標準の連絡先アプリに登録するのは非常に危険であると言える
でしょう。重要なデータはできる限り端末内には保存しないようにし、サーバから適宜ダウンロー
ドするように設計するのが理想的です。やむを得ずデータを端末内に保存する場合は、データの暗

※ 1	 ユーザが許可を出して初めて機能を有効にすること。
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号化といったデータ抜き取りへの対策を施す必要があります。また、個人情報を送受信するような
アプリケーションの場合は、パケット盗聴に対する対策として通信データを暗号化する必要もあり
ます。
　同様に、サーバ上の業務用の顧客データにアクセスするアプリケーションも個人情報保護法の対
象となる可能性があります。情報にアクセスすべきではない第三者がアプリケーションを不正に使
用して顧客データにアクセスすることがないよう対策を施す必要があります。

2.4　著作権保護
　アプリケーション自体も著作物であり、著作権保護の対象となりますが、ここではアプリケーショ
ンが内蔵しているデータの著作権保護について見ていきます※ 2。アンドロイドアプリは他のアプリ
ケーションのリソースに簡単にアクセスできるため、リソースデータを取り出して外部ファイルに
保存するといった処理を実装できます。著作権が設定されていて第三者に渡ってはならないデータ
がアプリケーションに含まれている場合は、データの取り出し自体を防ぐことはできないという前
提に立って、取り出されても利用できないような措置を取る必要があります。著作権が設定されて
いることが想定できるデータとしては、次が挙げられます。

 画像●●

 動画●●

 音楽●●

 文字列●●

 電子書籍●●

　それぞれを保護するレベルに応じて、暗号化やライセンスサーバの利用などを検討する必要があ
ります。また、これらの情報を送受信する際には、個人情報と同様にパケット盗聴への対策が必要
となります。

2.5　アプリケーションの悪用抑止
　アプリケーションの機能に外部からアクセスされ、本来の目的以外に悪用されることが考えられ
ます。単純な例を挙げると、接続先と接続先に送るデータをインテント経由で受け取って通信を行
うようなアクティビティは、適切なパーミッションで保護されていないと、悪意のあるアプリケー
ションから送られたデータをそのまま転送する踏み台として悪用される恐れがあります。

※ 2	 アプリケーション自体の保護については、「2.6　アプリケーションの不正利用抑止」を参照のこと。
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2.5　アプリケーションの悪用抑止

sリスト 2-1　受け取ったインテントの内容を他へ送信するアクティビティ

<activity android:name=".service.WriteServiceActivity">
  <intent-filter>
    <action android:name="jp.co.somecompany.action.DATA_SEND" />
  </intent-filter>
</activity>

　マニフェストの内容から、すべてのアプリケーションがこのアクティビティに対して処理を要求
できることがわかります。仮に、アクティビティ側に適切なチェックが記述されていないとすれば、
アプリケーションは悪意のあるデータを送出した犯人にされてしまいます。

sリスト 2-2　受け取ったデータを盲信し、処理してしまう例

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  Intent intent = getIntent();
  String destinationURL = intent.getStringExtra(DESTINTION_URL, null);
  String data = intent.getStringExtra(DATA_TO_SEND, null);
  // 渡されたデータは正しいと信じて送信処理を実行
  // doSend() の中でチェックしてればよいが ...
  doSend(destinationURL, data); 
}

　また、決まった時刻に自動的に処理を行うアプリケーションは、アラームマネージャからのイン
テント通知に応じて起動するように設計されますが、起動時の処理の内容によっては、インテント
が偽装された場合の対策が必要になります。
　たとえば、毎晩午前 0 時に端末の情報をサーバへ送信するようなアプリケーションがあるとしま
しょう。この処理の実行開始をアラームマネージャからのインテント通知だけを引き金として実装
してしまった場合、悪意のあるアプリケーションが偽装されたインテントをアラームマネージャに
登録すれば、アプリケーションはサーバへのデータ送信を任意のタイミングで繰り返し実行させら
れることになります。このケースでは、悪意のあるデータをサーバへ送信することは難しいものの、
サーバに負荷をかけたり、想定外のタイミングでデータ送信を行ったりすることで、サーバ側のデー
タで不整合を引き起こす可能性があります。
　これについては、以下の対策が考えられます。

 機能の呼び出し元を確認する●●

 外部から呼び出せないようにパーミッションを設定する●●
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2.6　アプリケーションの不正利用抑止
　悪意を持つユーザが端末からアプリケーションを抜き出し、本来ならばユーザとして不適格な人
物にアプリケーションを渡してしまう可能性があります。アプリケーションの抜き出し自体を完全
に防ぐのは難しいため、このような場合に備えて、セキュリティを維持できる方法を考えておく必
要があります。アンドロイドマーケットで購入したアプリケーションの場合は、コピー防止機能や
Android Market Licensing Service を利用することで、不正使用をある程度防ぐことができます。
　しかし、購入手続きなしで配布される業務用アプリケーションの場合、Google の Android 
Market Licensing Service は利用できません。重要な業務用サーバにアクセスするアプリケーショ
ンの場合は、アプリケーションが抜き出され、ユーザ ID とパスワードも漏洩するという最悪のケー
スを想定し、そのような場合であっても不正にアクセスできないような対策を立ててください。こ
れについては、以下の方法が考えられます。

 ログイン ID とパスワードに加えて、端末側で生成した UUID などを使った機器認証を組み●●

合わせる

 ワンタイムパスワードを導入する●●

　アプリケーションの重要度にもよりますが、アプリケーションの使用者を限定することが必要な
場合は、Android Market Licensing Service に相当する仕組みを独自に実装する必要があるかもし
れません。アンドロイド端末だけで不正使用を完全に防ぐのは難しいため、アンドロイドアプリが
クリティカルなシステムの一部である場合は、システム全体のセキュリティを設計した後、アンド
ロイドアプリが担う範囲を決めるとよいでしょう。

2.7　まとめ

アンドロイドの連絡先を使用する場合1.   
連絡先のデータは他のアプリケーションから参照可能なので、セキュアなデータを入れるべ
きではない。

 2. ユーザのプライバシーを守る

 ユーザの行動監視につながるような情報を取得する場合は、オプトイン形式でユーザ●●

の許可を得る。

 取得したデータの用途を明示するとともに、許可をいつでも取り消すことができる手●●

段を用意する。

 取得したデータは個人情報に準じる情報として厳重に管理する。●●

 データはなるべく端末内に保存しないことが望ましい。●●
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2.7　まとめ

 3. アプリケーションが個人情報保護法の適用を受ける場合  
企業が業務目的で保持している個人情報を使用するアプリケーションの場合、個人情報は厳
重に管理される必要がある。以下の 3 点は最低限必要と考えること。

 データはなるべく端末内に保存しないようにする。●●

 やむを得ず個人情報を保存している場合は、データ抜き取りに対する対策を施す。●●

 個人情報を外部に送信している場合は、パケット盗聴に対する対策を施す。●●

 4. 著作権が設定されるデータを内蔵する場合

 データ抜き取りを完全に防ぐことはできないものと考える。●●

 DRM か、最低でも暗号化を適用するなど、抜き取られても使用できないような対策●●

を施す。

 5. 外部に公開する機能がある場合

 基本原則は「できる限り公開範囲を狭くする」である。●●

 外部と連携し、呼び出し可能な機能を実装する必要がある場合は、呼び出し元の確認●●

やパーミッション設定などの対策を施し、呼び出し元を限定するよう努力する。

アンドロイドマーケットで公開する場合6.   
ユーザの正当性を確認する必要がある場合は、Android Market Licensing Service の利用を
検討する。

業務アプリケーションの場合7. 

 Android Market Licensing Service を利用できないケースが大半であると見られる。●●

 ユーザの正当性を確認する必要がある場合は、ユーザ認証の仕組みを用意したほうが●●

よい。パスワードが漏洩することを想定して対策を施すことができれば理想的である。




