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はじめに 

みなさん、Society5.0 というのをご存じですか︖ 
Society5.0 とは、2016 年 1 月、内閣府の第 5 期科学技術基本計画にて、今後日本が
目指す社会の姿として示されたコンセプトです。 
仮想空間と現実空間とを高度に融合させたシステムによって、経済発展と社会的課題
の解決を両⽴する、新たな未来の社会として提唱されました。 
これまでの、いわゆる「情報社会」すなわち Society4.0 では、知識や情報が⼗分に
共有されず、分野横断的で連携が⼗分ではないという問題がありました。 
人が⾏う能⼒も限界があり、溢れる情報から必要な情報を⾒つけて分析する作業が⼤
きな負担となったり、年齢や障害などによる労働や⾏動範囲に制約ができてしまった
りしていました。 
また、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対してもさまざまな制約が生じ、⼗分
に情報化を進展させることが困難となっていました。 
Society5.0 で実現される社会には、IoT（Internet of Things）ですべての人とモノ
がつながり、さまざまな知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出す
ことで、これまでの課題や困難を克服します。 
また、人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボ
ットや⾃動⾛⾏⾞などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題
が克服されていきます。 
社会の変⾰を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて
互いに尊重し合える社会、⼀人⼀人が快適で活躍できる社会となっていきます。 
Society5.0 では、現実空間のセンサーからの膨⼤な情報が仮想空間に集積されるよう
になります。 
仮想空間では、集積されたビッグデータを AI が解析し、その解析結果が物理空間の
人間にさまざまな形でフィードバックされます。 
Society4.0 までの情報社会では、人間が情報を解析することで価値が生まれました。 
Society5.0 では、膨⼤なビッグデータを人間の能⼒を超えた AI が解析し、その結果
がロボットなどを通じて人間にフィードバックされることで、これまでには実現でき
なかった新たな価値が産業や社会にもたらされるようになります。 
 
このような Society5.0 の時代の到来を受け、コンピュータだけではなく、その中で
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稼働している多くの組み込み系コンポーネントに対してのサイバーセキュリティ対策
が求められ、セキュリティに関してより幅広く、深い対応策が求められるようになっ
ていきます。 
このような中、セキュリティに関する考え方として、以下の 9 点がよりクローズアッ
プされてくるものと指摘されています。 

グローバルに考え、ローカルな施策を⾏う 
「原理主義」ではなく、「実践主義」で進める 
「強制する」「制限する」のではなく、活動の活⼒向上を応援する 
「過保護」は、かえってリスクを増⼤する 
「やらされる」ではなく「やりたくなる」を目指す 
セキュリティ対策を品質向上のための投資と捉える 
経験と知⾒の「共有」を⾏う 
インシデントの経験者は「被害者」として「保護と支援」をする 
「匿名性」の堅持とプライバシーの保護 

Society5.0 の時代において、これまで以上にさまざまなモノ、コトのつながりが密接
となり、しかも多くの人々においては、それらが極めて当たり前のことと考えられる
ようになります。 
つながって当然、実現して当たり前の世界では、事故か故意かは問わず、ひとたび何
か問題が発生すると、その影響は計り知れないものがあります。 
そして、そのような問題は⼀人の人間では決して解決することはできないため、関係
する人々が皆で協⼒して対応することが必須となっていきます。 
多くの人々の参画と協⼒が、Society5.0 を支えていくことになるのです。 
 
情報技術を学ぶ皆さんにおかれましては、来る Society5.0 の時代において、日本中
の人々、ひいては世界各国の人々が安心して暮らせる世の中を形作る中核の技術者と
して、高度な技術⼒と誇り高い倫理観を持って貢献し、日々進化していっていただき
たいと切に願います。 
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グローバルに考え、ローカルな施策を⾏う 
「原理主義」ではなく、「実践主義」で進める 
「強制する」「制限する」のではなく、活動の活⼒向上を応援する 
「過保護」は、かえってリスクを増⼤する 
「やらされる」ではなく「やりたくなる」を目指す 
セキュリティ対策を品質向上のための投資と捉える 
経験と知⾒の「共有」を⾏う 
インシデントの経験者は「被害者」として「保護と支援」をする 
「匿名性」の堅持とプライバシーの保護 

Society5.0 の時代において、これまで以上にさまざまなモノ、コトのつながりが密接
となり、しかも多くの人々においては、それらが極めて当たり前のことと考えられる
ようになります。 
つながって当然、実現して当たり前の世界では、事故か故意かは問わず、ひとたび何
か問題が発生すると、その影響は計り知れないものがあります。 
そして、そのような問題は⼀人の人間では決して解決することはできないため、関係
する人々が皆で協⼒して対応することが必須となっていきます。 
多くの人々の参画と協⼒が、Society5.0 を支えていくことになるのです。 
 
情報技術を学ぶ皆さんにおかれましては、来る Society5.0 の時代において、日本中
の人々、ひいては世界各国の人々が安心して暮らせる世の中を形作る中核の技術者と
して、高度な技術⼒と誇り高い倫理観を持って貢献し、日々進化していっていただき
たいと切に願います。 

  

 

９ 
 

 
 
 
 

第 1 章 ハードウェア（IoT）
について把握する 
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１０ 
 

1.リスク分析・設計  

◆IoT 機器の特性 

従来のシステムを構成する機器と IoT 機器とのちがいでまず意識すべきなのは、IoT
機器の多くがインターネット接続する前提で設計されていないという点である。 
IoT 推進コンソーシアム・総務省・経済産業省が公開した「IoT セキュリティガイド
ライン Ver.1.0」では、IoT 特有の性質を 6 項目あげている。 

・脅威の影響範囲・影響度合いが⼤きいこと 
・IoT 機器のライフサイクルが⻑いこと 
・IoT 機器に対する監視が⾏き届きにくいこと 
・IoT 機器側とネットワーク側の環境や特性の相互理解が不⼗分であること 
・IoT 機器の機能・性能が限られていること 
・開発者が想定していなかった接続が⾏われる可能性があること 

このような IoT 特有の性質を認識したうえで IoT の機器を用いたシステムの構築、運
営を⾏っていかなければならない。 

 

１１ 
 

◆リスク分析、設計 

従来の情報システムを構成する機器においても同様であるが、IoT 機器においてはよ
り⼀層、設計段階でリスク分析を⾏い、安全性を考慮する（セキュリティ・バイ・デ
ザイン）必要がある。 
IoT 機器を用いたシステムでは、まず個別の機器よりも全体を俯瞰した対策が重要と
なる。場当たり的にパッチを適用することにも限界があり、設計時点から充分に安全
を考慮しておく必要がある。特にハードウェアの場合には、設計完了後の後戻りがで
きないため、なおさら設計時のアーキテクチャ選定時にリスクを考慮したものにして
おかなければならない。 
また、対策においては「セキュリティ」と「セーフティ」の双方の品質を確保してお
く必要がある。「セキュリティ」とは、「機密性」「完全性」「可用性」の三原則であ
り、「セーフティ」とは、「機器の安全」「人命尊重」「事故防⽌」で構成されている。 
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１２ 
 

◆ネットワーク分割 

「ネットワーク分割」とは、ネットワークを重要度や機能ごとに分離することで、ネ
ットワーク内の障害や不正アクセスを最⼩限に⾷い⽌め、他の範囲に被害が拡⼤しな
いようにする方法である。「ネットワーク分割」には様々な方法があるが、その中で
代表的なのが VLAN（ヴイラン、仮想ローカルエリアネットワーク）とも呼ばれる方
法である。 
VLAN では、物理的に同⼀のスイッチにつなぎながら、あたかも別々のスイッチにつ
ながっているように⾒せる機能で、接続している端末を別々のネットワークに分割で
きる。このとき、分割したネットワーク同士を接続するには、より上位層のネットワ
ーク機器であるルータが必要となる。これによりデータが転送される範囲を制限で
き、セキュリティ上のメリットがあるだけでなく、ある VLAN で発生した障害が他の
VLAN に影響してしまうリスクも低くなる。 
IoT のような特性を持つ機器をネットワークにつなぐ場合、「ネットワーク分割」を利
用することで、より安全なシステム/ネットワーク構成を作り上げることができる。 

  

 

１３ 
 

【理解度チェック】 

「IoT セキュリティガイドライン Ver.1.0」であげられている「IoT 特有の性質」6 項
目について、⾃分なりの⾔葉で説明してください。 
 
No. IoT 特有の性質 説明文 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
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１４ 
 

2.運用 

◆紛失、盗難 

インターネット上では、常にさまざまなセキュリティインシデントが発生している。
マルウェアや不正アクセスなど、インターネットに接続されたハードウェアは常に危
険にさらされており、これは IoT 機器においても同様である。しかも接続するデバイ
ス数が多く、きめ細かな管理の難しい IoT 機器にとっては、より厄介な問題として認
識しておく必要がある。 
ここでは IoT 機器に関して、物理的、論理的、人的セキュリティの観点で⾒ておく。 

  

 

１５ 
 

◇物理的セキュリティ 

⼀般に「物理的セキュリティ」とは、入退室管理や物理区画の適切化、情報資産の適
切な保護といった物理的な⼿段でセキュリティを確保する施策のことである。IoT 機
器の場合も可能な限りこのようなセキュリティを確保できることが望ましい。ただ、
様々な用途のためにとても多くのデバイスが接続されている IoT システムの場合に
は、必ずしも物理的に区画したようなロケーションに設置できないこともある。この
ような場合は、IoT 機器そのもののセキュリティ機能に依存することになる。例え
ば、機器を持ち出しできないようにワイヤーロックで固定することは、最低でも⾏っ
ておきたい。また、機器の稼働状況を監視システムで監視することにより、各機器の
存在確認を随時⾏うことができる。 
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１６ 
 

◇論理的セキュリティ 

⼀般に「論理的セキュリティ」とは、当該システムに対するアクセス制御や認証管
理、保有データの暗号化、マルウェア対策といった施策のことである。IoT 機器の場
合も可能な限り同じような施策がなされることが望ましい。ただし、IoT 機器の特性
上、運用保守の段階で厚い対策を施すことが難しいケースがある。そのために、最低
でも“万が⼀を想定した施策を打つ”という考え方が重要となる。例えばセキュリティ
が破られたとしても、簡単に情報を読み取れないように暗号化を施すことは必須であ
る。また、システム設計段階で「セーフティ」を意識した設計をしておくことも重要
なセキュリティ対策といえる。 

 

１７ 
 

◇人的セキュリティ 

⼀般に「人的セキュリティ」とは、権限の適切な分配、従業員教育や規定や⼿順書に
よるルール化などで、人的リスクを低減するような施策のことである。IoT 機器の場
合も可能な限り同じような施策がなされることが望ましい。ただし、IoT 機器は従業
員が頻繁に触れるような機器ではないケースが多く、通常の運用保守において人的リ
スクが発生する確率は低い。IoT 機器における人的セキュリティ対策として重要なこ
とは、IoT 機器の特性を理解し、従来のシステムにおけるセキュリティと異なる点が
あるということを理解することである。従業員教育においても、IoT 機器のセキュリ
ティという項目を新たに追加し、日ごろから認識を深めておくことが⼤切である。 
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１８ 
 

◆運用・保守 

従来のシステムと変わるものではないが、IoT システムでは各機器の監視がより重要
となる。IoT 機器の状況を常時監視し、正常稼働しているかどうか、異常なふるまい
を⾒せていないかなどといった状況を把握することで、必要に応じて次のアクション
を判断することとなる。 
IoT システムの運用において⼀番のポイントとなるのが、アーキテクチャを統⼀化
し、運用対象となるシステムを集約ないしはパターン化しておくことである。システ
ムが拡⼤し、関連する企業が増えるほど、バラバラのアーキテクチャも増えることに
なるが、これらを統⼀のアーキテクチャとなるよう調整しておくことが、運用を煩雑
にしないための⼀番のポイントである。さらに、管理モニタリングすべき個所を特定
し、可能な限り共通なモニタリングツールで⼀元的に運用管理できるようにすること
が⼤切である。 
IoT システムの運用管理を⾏っていくには、いくつかの領域に分けて検討する。 

①デバイスの運用管理 

最初にロードマップを描いておくことが重要である。どのタイミングで、どんなデバ
イスを、どの程度の台数を導入するかの計画を⽴てる。 
また、デバイスを接続するときは認証などを継続的にモニタリングする。接続されて
いるデバイス認証状態は常にモニタリングする。 

 

１９ 
 

②ネットワークの運用管理 

IoT システムは、多数のデバイスが非同期に通信することが多く、ピーク時のネット
ワーク負荷を想定したリソース設計を⾏う。また、ピーク時に適応できるスケーラビ
リティや運用ルールを整備する。データトラヒックの増減とネットワークリソースの
状況をリアルタイムにモニタリングでき、モニタリングしながら変更が加えられるよ
うな柔軟な構成とすることも重要である。 

③セキュリティの運用管理 

基本的なアクションとして、まずパスワードを強固なものに変更する。また、セキュ
リティパッチを定期的に更新する。さらに、デバイスのファームウェアを定期的に更
新することも重要となる。 

④データの運用管理 

データの収集や保管の仕方は、その後の活用方法を意識し、加工、編集、分析がしや
すい構造を整備しておく必要がある。 

⑤アプリケーションの運用管理 

何のルールもなくアプリケーションが増加していくようなことは回避する。また、最
も効率よくアプリケーションを運用できるよう、パフォーマンス管理とモニタリング
の実施を⾏う。 

⑥ユーザの運用管理 

ユーザアカウントの付与やアクセス権限は煩雑な作業ではあるが、確実に管理してお
く。どのユーザがどのデバイス、どのデータソース、どのレイヤのセンサーデバイス
にアクセスができるか、管理していく必要がある。 
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１９ 
 

②ネットワークの運用管理 

IoT システムは、多数のデバイスが非同期に通信することが多く、ピーク時のネット
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も効率よくアプリケーションを運用できるよう、パフォーマンス管理とモニタリング
の実施を⾏う。 

⑥ユーザの運用管理 

ユーザアカウントの付与やアクセス権限は煩雑な作業ではあるが、確実に管理してお
く。どのユーザがどのデバイス、どのデータソース、どのレイヤのセンサーデバイス
にアクセスができるか、管理していく必要がある。 
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【理解度チェック】 

グループを作り、紛失、盗難に対する物理的、論理的、人的セキュリティの観点から
考えられる対策を話し合ってまとめてください。 
（時間があれば発表してもらいます） 
 

観点 対策 

物理的セキュリティ 
・ 
・ 
・ 

論理的セキュリティ 
・ 
・ 
・ 

人的セキュリティ 
・ 
・ 
・ 

 

２１ 
 

3.設定 

IoT 推進コンソーシアム・総務省・経済産業省が公開した「IoT セキュリティガイドライ
ン Ver.1.0」では、IoT 特有の性質を 6 項目あげている。 

・脅威の影響範囲・影響度合いが⼤きいこと 
・IoT 機器のライフサイクルが⻑いこと 
・IoT 機器に対する監視が⾏き届きにくいこと 
・IoT 機器側とネットワーク側の環境や特性の相互理解が不⼗分であること 
・IoT 機器の機能・性能が限られていること 
・開発者が想定していなかった接続が⾏われる可能性があること 

このような IoT 特有の性質を認識したうえで IoT の機器を用いたシステムの構築、運
営を⾏っていかなければならない。 

◆更新プログラムの適用 

原則として、更新プログラムはすべての機器に迅速かつ適切に当てられる必要があ
る。ただし、IoT 機器の場合には、すべての機器に対して監視が⾏き届きにくく、ま
たすべてのネットワーク環境が把握しきれていないケースがあり、適切に更新プログ
ラムを当てることは困難な場合が多い。善後策としては、後から更新プログラムが当
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てられていないことが判明した時にすぐに当てるような保守・管理の体制が取れるこ
とである。リカバリが早ければ早いほど、リスクを⼩さくすることができるからであ
る。 
また、IoT 機器の場合には、１つ１つの機器の機能や性能を把握しきれていないこと
もある。したがって、更新プログラムを当てようとしても更新できないことが起こり
うる。あるいは、更新することで現在の機能が動かなくなってしまうということも起
こる危険性がある。また、実際に更新してみないとわからないこともあるため、善後
策としてはすぐに前のバージョンに戻すなどが⾏える体制を整えてから更新プログラ
ムを当てる必要がある。 

◆初期パスワードの変更 

初期パスワードのままで利用し続けることは、他人からのアクセスを許すことにもつ
ながりかねないため、本来は許されるべきではない。初期のシステム構築段階で、初
期パスワードを変更して実運用に移⾏しておく必要がある。ただ、IoT 機器の場合に
は、開発者が想定していなかった接続が⾏われる可能性があり、それに伴い危険性が
より高まることが考えられる。それにより初期パスワードのままで繋がれてしまう
IoT 機器が現れてくるということだ。そこで、すべての IoT 機器について定期的にチ
ェックを⾏い、初期パスワードのまま運営されていないかどうかを確認する必要があ
る。もし初期パスワードのまま運営されている機器があれば、速やかに別のパスワー
ドに変更する。なお、様々な理由で初期パスワードから変更できない、初期パスワー

 

２３ 
 

ドのまま運営しなければならないというケースもありうる。この場合は、別の機能で
セキュリティを担保するような多層防御を考える必要がある。 
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【理解度チェック】 

IoT 機器を提供する側、また利用する側の対策として、どのような工夫をすれば IoT
機器をセキュリティリスクから保護できるか、⾃分なりの考えを説明してみてくださ
い。 
 
IoT を提供する⽴場 ・ 

・ 
・ 
・ 
・ 

IoT を利用する⽴場 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
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2 章 ネットワークについて改め
て学ぶ 
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1.ネットワークを構成する 

◆ネットワークを構成する 

ネットワークを構成する具体的な機器は主に次の 3 種類である。 

・ルータ 
・レイヤ 2 スイッチ 
・レイヤ 3 スイッチ 

これら機器の主な違いは、データに付加されている制御情報を参照して転送先を決定
する動作のしくみである。 

  

 

２７ 
 

◆IP アドレス、DNS 
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◆IP アドレス、DNS 
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IP（Internet Protocol）アドレスとは、TCP/IP において通信の相⼿となるホストを
識別するための識別情報である。TCP/IP で通信を⾏う場合には、通信相⼿の IP アド
レスを必ず指定しなければならない。なお、1 台のホストに複数の NIC(ネットワーク
インタフェースカード)が搭載されることもあり、この場合はそれぞれのインタフェー

 

２９ 
 

スに対して IP アドレスが割り当てられる。つまり、IP アドレスは通信相⼿のホスト
そのものではなく、ホストのインタフェースを識別することとなる。TCP/IP の通信
を⾏うときのデータには、IP ヘッダを付加して IP パケットとする。IP ヘッダには、
宛先の IP アドレスと送信元の IP アドレスを指定する。 
TCP/IP の通信において必要な IP アドレスは、TCP/IP ネットワークの電話帳である
DNS（Domain Name Sarver）に問い合わせて認識することができる。DNS では、
ホスト名から IP アドレスを紐づけ（これを「名前解決」という）、Web サイトのアド
レスである URL やメールアドレスに含まれるホスト名情報から、TCP/IP 通信を⾏う
ために必要な IP アドレスを認識することになる。 

◆ポート番号、TCP と UDP 
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ポート番号とは、TCP/IP のアプリケーションを識別するための識別番号である（範
囲︓0〜65535）。ポート番号には、サーバアプリケーション用に予約されている「ウ
ェルノウンポート（0〜1023）」、よく利用されるアプリケーションのサーバ側である
「登録済ポート（1024〜49151）」、クライアントアプリケーション用である「ダイ
ナミック／プライベートポート（49152〜65535）」の 3 つのエリアがある。 
TCP（Transmission Control Protocol）とは、インターネットなどのネットワーク

 

３１ 
 

で、IP の⼀段階上位層のプロトコルとして標準的に使われている。通信相⼿が確実に
データを受け取ったかを確認したり、データの⽋落や破損を検知して再送したり、届
いたデータを送信順に並べ直したりといった制御を⾏う。信頼性は高いが転送効率は
低く、通信経路の品質が低いとデータの到着に遅延が生じたりすることもある。同じ
階層で利用されるプロトコルとして UDP（User Datagram Protocol）がある。UDP
は再送制御などを⾏わず、いわゆる「送りっぱなし」にする仕組みのため、TCP が実
現する確実性よりも、転送効率や即時性を重視する用途には UDP を用いることがあ
る。 
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【理解度チェック】 

ネットワークの設定時に発生したミスにより、どのような状況になったのかをまとめ
てみましょう。 
またその際の修正方法も記入しておきましょう。 
 

設定ミスの内容 症状 対応 
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2.VLAN 

◆VLAN 
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2.VLAN 

◆VLAN 
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VLAN（Virtual LAN）とは、仮想的な LAN セグメント複数分割して作る技術であ
る。レイヤ 2 スイッチでは通常 1 つのネットワークを構成するが、VLAN を使用する
ことでレイヤ 2 スイッチでもネットワークの分割を⾏うことができるようになる。 
通常のレイヤ 2 スイッチは、すべてのポート間でのイーサネットフレームの転送が可
能であるが、それを VLAN を用いることにより、同じ VLAN に割り当てているポート
間でのみイーサネットフレームを転送できるようにする。 
例えば、1 台のレイヤ 2 スイッチで VLAN10 と VLAN20 の二つのネットワークを作
成し、ポート 1 とポート 2 を VLAN10 に、ポート 3 とポート 4 を VLAN20 に割り当
てる。すると、VLAN10 のポート 1 とポート 2 の間のみイーサネットフレームが転
送できる。また、VLAN20 のポート 3 とポート 4 の間のみイーサネットフレームが転
送できる。VLAN が異なるポート間ではイーサネットフレームの転送はできない。 
VLAN はレイヤ 2 スイッチを仮想的に分割することであり、先の例では 1 台のレイヤ
2 スイッチを仮想的に 2 台のスイッチとして取り扱っていた。また、分割した VLAN
ごとのスイッチになるポートは設定次第で⾃由に決めることができる。 
⼀方、ルータでもネットワークを分割することができるが、ルータで分割されたネッ
トワークはルータで相互接続される必要がある。レイヤ 2 スイッチによる VLAN の場
合には、単純にネットワークを分割するだけの機能しかないため、VLAN で分割した
ネットワークを相互接続して VLAN 間の通信を⾏う場合には、ルータやレイヤ 3 スイ
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ッチが必要となる。この違いは認識しておく必要がある。 
また VLAN は 1 台のレイヤ 2 スイッチだけでなく、複数のスイッチをまたがって作る
ことができる。ただ、複数のスイッチをまたがって VLAN を作るときには、スイッチ
間の接続が VLAN ごとに必要となる。VLAN が 2 つあれば、スイッチ間を 2 本で接続
しなければならない。そこでスイッチ間を効率よく接続するために、タグ VLAN（ト
ランク）のポートがある。 
タグ VLAN のポートによって、複数のレイヤ 2 スイッチをまたがって VLAN を構成す
るとき、レイヤ 2 スイッチ間の接続を 1 本だけにすることができる。タグ VLAN との
ポートは、複数の VLAN に割り当てられており、複数の VLAN のイーサネットフレー
ムを転送できるポートである。 
タグ VLAN のポートで送受信するイーサネットフレームには、VLAN タグが付加され
る。この VLAN タグによって、スイッチ間で転送されるイーサネットフレームがもと
もとどの VLAN のものであるかが分かるようになっている。レイヤ 2 スイッチでは、
VLAN タグで VLAN を識別し、VLAN の基本的なしくみである同⼀ VLAN のポート間
のみでのイーサネットフレーム転送を実⾏する。 
VLAN タグは、IEEE802.1Q で規定されており、タグ VLAN ポートで扱うイーサネッ
トフレームはヘッダ部分に VLAN タグが追加され、VLAN を識別できるようになって
いる。 

  

 

３７ 
 

【理解度チェック】 

VLAN スイッチによる、2 種類以上のネットワーク分割を⾏ってみましょう。 
実機がない場合には、VLAN を使った物理ネットワーク設計と論理ネットワーク設計
を作ってみてください。 

36

4-2.indd   36 2020/01/31   18:40



 

３６ 
 

ッチが必要となる。この違いは認識しておく必要がある。 
また VLAN は 1 台のレイヤ 2 スイッチだけでなく、複数のスイッチをまたがって作る
ことができる。ただ、複数のスイッチをまたがって VLAN を作るときには、スイッチ
間の接続が VLAN ごとに必要となる。VLAN が 2 つあれば、スイッチ間を 2 本で接続
しなければならない。そこでスイッチ間を効率よく接続するために、タグ VLAN（ト
ランク）のポートがある。 
タグ VLAN のポートによって、複数のレイヤ 2 スイッチをまたがって VLAN を構成す
るとき、レイヤ 2 スイッチ間の接続を 1 本だけにすることができる。タグ VLAN との
ポートは、複数の VLAN に割り当てられており、複数の VLAN のイーサネットフレー
ムを転送できるポートである。 
タグ VLAN のポートで送受信するイーサネットフレームには、VLAN タグが付加され
る。この VLAN タグによって、スイッチ間で転送されるイーサネットフレームがもと
もとどの VLAN のものであるかが分かるようになっている。レイヤ 2 スイッチでは、
VLAN タグで VLAN を識別し、VLAN の基本的なしくみである同⼀ VLAN のポート間
のみでのイーサネットフレーム転送を実⾏する。 
VLAN タグは、IEEE802.1Q で規定されており、タグ VLAN ポートで扱うイーサネッ
トフレームはヘッダ部分に VLAN タグが追加され、VLAN を識別できるようになって
いる。 

  

 

３７ 
 

【理解度チェック】 

VLAN スイッチによる、2 種類以上のネットワーク分割を⾏ってみましょう。 
実機がない場合には、VLAN を使った物理ネットワーク設計と論理ネットワーク設計
を作ってみてください。 

37

4-2.indd   37 2020/01/31   18:40



 

３８ 
 

3.プロキシサーバと DMZ 

◆プロキシサーバ 

プロキシサーバ（proxy server）とは、内部ネットワークからインターネット接続を
⾏う際に、その中継役となるサーバであり、例えば Web ページを⾒るときに、Web
サイトへのアクセスを代理で⾏うサーバのことである。 
サーバをプロキシサーバとして動作させるためには、サーバ上でプロキシサーバアプ
リケーションを起動させる。また、プロキシサーバを利用するためには、Web ブラウ
ザでプロキシサーバの設定を⾏う必要がある。 
プロキシサーバ経由での Web ページへのアクセスは、以下のように⾏われる。 

①クライアント PC の Web ブラウザで URL を入⼒すると、プロキシサーバへ
HTTP リクエストを送信する。 
②プロキシサーバから URL で指定された Web サーバへ HTTP リクエストを送信
する。 
③Web サーバからプロキシサーバへ HTTP レスポンスを送信する。 
④プロキシサーバからクライアント PC の Web ブラウザへ HTTP レスポンスを
送信する。 

 

３９ 
 

プロキシサーバを使用するメリットとして主に「ログの収集」「セキュリティのチェ
ック」「情報保全」「負荷分散」等があげられるが、⼀方で不適切な設定による「意図
しないページへの誘導」「情報搾取」等の被害を被る場合があるため、設定・運用に
おけるセキュリティチェックには⼗分留意する。 
なお、クライアント PC の Web ブラウザからプロキシサーバへアクセスするときに
は、TCP ポート番号 8080 を使うことが多い。 

◆DMZ 

DMZ（DeMilitarized Zone）とは、直訳すると「非武装地帯」と呼ばれるエリアで、
外部との通信を直接⾏うコンピュータを設置するネットワーク領域のことである。Ｄ
ＭＺはインターネットなどの外部ネットワークと、社内ネットワークなどの内部ネッ
トワークの中間に置かれ、ファイアウォールによって分離されたその中間に確保され
る緩衝領域である。重要な情報資産を参照しながら外部に向けてサービスを展開しな
ければならない場合などに用いられる。 
DMZ を含むネットワークを構成する場合、⼀般的には、ファイアウォールによって
「インターネット→DMZ」「内部ネットワーク→DMZ」「DMZ→インターネット」の
通信は許可されているが、「DMZ→内部ネットワーク」の通信は制限される。「内部ネ
ットワーク→インターネット」の通信は、⼀般に DMZ にプロキシサーバを設置し、
内部ネットワークに設置されたコンピュータをインターネットと直接通信させないよ
うな構成とすることが多い。 
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【理解度チェック】 

プロキシサーバの動き、特徴、またできることについてまとめてみましょう。 
 

プロキシサーバの動き 
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4.プロトコルを知る 

◆プロトコルを知る 
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プロトコル（protocol）とは、通信におけるルールのことである。通信を⾏う場合に
は、通信相⼿のアドレスやデータのフォーマット、通信の⼿順などのルールが必要で
ある。これらのルール（プロトコル）を集めて構成されたネットワークアーキテクチ
ャにより、世界各国の誰もが情報のやり取りを⾏える環境がもたらされている。お互
いに同じ⾔語でなければ会話が成り⽴たないように、コンピュータ同士の通信でも同
じネットワークアーキテクチャを利用する必要がある。 
代表的なネットワークアーキテクチャとしては、ISO（国際標準化機構）によって策
定された OSI 参照モデルがあり、モデルの中で分けられた 7 つの階層それぞれにプロ
トコルが配置されている。 
  

 

４３ 
 

◆HTTP, SMTP, POP, IMAP 
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プロトコルのうち、電子メールをやり取りする際に使うものを取り上げる。いずれも
OSI 参照モデルのアプリケーション層でのプロトコルである。 

・メール送信︓SMTP 
・メール受信︓POP または IMAP 
（※Web メール(Gmail ほか)の場合は、HTTP） 

◇SMTP 

メールの送信には、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）を使用する。 
メール送信者のパソコンから、そのメールサーバへの送信を⾏う。そのメールサ
ーバから、受信者のサーバへたどりつくまでの送信を⾏う。 
※RFC 5321 による解説 

◇POP、IMAP 

 

４５ 
 

メールを受信する際には、POP（Post Office Protocol） もしくは IMAP(Internet 
Message Access Protocol）のいずれかを選択することができる。 
POP はメールソフト主導型のプロトコルである。メールサーバから、メールをパソコ
ン等にダウンロードして管理を⾏う。POP では、受信メールの未読管理が各端末のメ
ールソフトに任されるので、⾃宅のパソコンで開いたメールでも、職場のパソコンで
みると未読メールとして⾒える。 
IMAP はサーバ主導型のプロトコルである。受信メールはサーバに保管され、各端末
のメールソフトで表示する際には、サーバに置かれたメールボックスを表示する。複
数の端末からメールソフトを通じてメールを読んでも、サーバにあるひとつのメール
ボックスを参照するため、メールの開封確認などの⼀元管理が可能となる。つまり、
メールをサーバに残したまま閲覧していることになる。 
なお、POP3 や IMAP4 などのプロトコルの末尾にある数字はバージョンを表す。 

◇HTTP 

Web メールを利用している場合には、Web 閲覧のプロトコルである HTTP
（Hypertext Transfer Protocol）を使って、Web ブラウザでメールを読む。WEB メ
ールには、Gmail や Yahoo メール、icloud メールなどがある。これらを使ってメー
ルの送受信をおこなう場合には、パソコン等の端末にメールソフトをインストールす
る必要はない。 
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【理解度チェック】 

OSI 参照モデルの各層に流れている代表的な情報を記入し、覚えておきましょう。 
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1.不明なポートへのアクセスを調べる 

◆不明なポートへのアクセスを調べる（攻撃⼿法） 

スキルの高い攻撃者でも、対象機器のポートが開いていなければ狙った機器との通信
をすることができない。したがって、攻撃者はまず、対象機器の開いているポートを
探し、その中に脆弱性を含むものがないかどうかを探るところから始めるのが⼀般的
である。つまり、攻撃者にとって開きポートを探ることは、侵入を試みるターゲット
機器への事前調査となるのである。 
すなわち、対象機器の様々なポートに対して不明なアクセスが⾏われているのが発⾒
されるということは、その機器が攻撃者によって攻撃を仕掛けるターゲット候補にな
っていることを意味する。攻撃者は対象機器のどのポートが開いているか、そのポー
トでどんな通信が⾏われているのか、そこに脆弱性はないか、といった情報を収集し
ている可能性があり、その結果、機器への侵入など攻撃ができそうな入⼝を⾒つけた
ら、次はその攻撃が現実のものになる可能性が高くなるとみてよい。 

  

 

４９ 
 

◆ポートスキャン（nmap） 

ポートスキャンとは、調査対象の機器のポートの状況を１つ１つ調べる機能、あるい
はその作業のことである。 
ポートスキャンは、前述のように攻撃者にも利用される。攻撃者は攻撃対象機器への
侵入を試みる際、ポートの開閉状況を調査するのにポートスキャンを使うことが多い
からである。 
⼀方でポートスキャンとは、本来はシステム管理者のための機能である。⾃⾝のシス
テムに必要なポートが開いており、また不必要なポートが閉じているかどうかを確認
するために利用する。つまりポートスキャンを上⼿に活用することで、悪意ある通信
から⾃⾝のシステムを守ることができる。 
UNIX 系 OS におけるポートスキャンの代表的なコマンドには netstats や nmap があ
る。 
netstats は、ネットワークの内部からネットワーク接続、ルーティングテーブル、各
種ネットワークインタフェースの統計情報などを表示することが可能である。 
nmap も、ポートスキャン機能だけでなく、OS やバージョンの検出機能、サービス
およびそのバージョンの検出機能など持っているが、システムの外部からどのポート
が開いているかを確認することもできる。 
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【理解度チェック】 

nmap について説明してみましょう。 
 

nmap についての説明 

 
 
 
 
 

 

５１ 
 

2.ネットワーク状況を調べる 

◆ネットワーク状況を調べる（状況把握） 
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ネットワークへの不審なアクセスがあった、もしくはその兆しがあったということ
は、次に攻撃者が攻撃をしかけてくる可能性が高い、あるいはすでに攻撃を受けてい
る可能性があるということを示している。 
そのような事象が確認できた場合、システム管理者はただちにネットワークの状況を
調べる必要がある。すでに攻撃を受けていないかどうか、あるいは何か異常なふるま
いをしているものがないかどうか、確認するのである。 
具体的には、対象システムや対象機器のネットワークへの接続状況、ルーティングテ
ーブルの変更状況、各種ネットワークインタフェースの変化などを確認し、状況を把
握する。また、対象機器に流れるトラフィック量を確認し、ネットワーク性能⾯で異
常がないかどうかの確認をおこなう。 
そのような調査には、⼀般に natstats コマンドが使用されることが多い。 

◆netstat コマンド 

netstat コマンドは、ホストのネットワーク接続状態やソケット／インタフェースご
とのネットワーク統計などを確認するためのコマンドである。 
netstat コマンドの最も基本的な使い方は、通信中の TCP 接続の状態を表示させるこ
とである。このコマンドを実⾏すると、ローカル PC の TCP/IP プロトコルスタック
上において、現在アクティブになっている TCP 通信の状態を表示することができる。 
netstat コマンドをオプションなしで実⾏すると、何らかの通信が始まった TCP のポ

 

５３ 
 

ートを⼀覧表示し、現在使われている通信セッションの状態を知ることができる。
TCP のポートの状態は「ESTABLISHED（通信中）」「LISTENING（待ち受け中）」
「TIME̲WAIT（終了待ち）」「CLOSE̲WAIT（通信終了）」などで表示される。 
netstat コマンドの代表的なオプション（パラメータ）としては、使っているポート
を待機中のものも含めてすべて表示する「-a」、各コネクションやリッスンポートに
対応したプログラム名を表示する「-b」、Ethernet でやりとりしたデータ量を表示す
る「-e」、TCP/IP のルーティング情報を表示する「-r」、TCP、UDP、IP の各プロト
コルでやりとりしたデータ量を表示する「-s」などがある。 
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【理解度チェック】 

nmap と netstat の目的の違いを説明してみましょう。 
 

nmap netstat 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

５５ 
 

3.ポートを閉じる 

◆ポートを閉じる（対策） 

各種機器にとって、通信の窓⼝がポートである。ポートをすべて閉じてしまうと、外
部ネットワークと全く接続ができなくなり、実質的に使用できない。⼀方で、すべて
のポートを開け放してしまうと、悪意を持った第三者などからアクセスされることも
あり、ネットワーク管理上のリスクが⼤きくなる。そのため、原則としてよく使うポ
ートは開けておく、使わないポートは閉じておく、ということを徹底させておくこと
が重要となり、ポートの管理を適切に⾏うことがネットワーク経由の攻撃を未然に防
ぐことになる。 
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◆Windows ファイアウォール 

  

 

５７ 
 

ファイアウォール（Firewall）とは、企業や組織の内部ネットワークを、インターネ
ットを通して侵入してくる不正なアクセスから守るための、いわば“防火壁”のことで
ある。 
企業や組織のネットワークを Web に接続することが当たり前になった現在、Ｗeb 経
由で内部ネットワークに侵入できるようになり、内部データの盗聴やデータの改ざ
ん、攻撃などを受ける危険性が⼤きくなっている。そのため、高度なセキュリティシ
ステムの構築を⾏うためにファイアウォールの必要性が高まった。 
ファイアウォールは、送られてくるパケット（データのかたまり）の情報から接続を
許可するか、しないかを判断し、不正なアクセスであると判断した際には、管理者に
通報できるよう設計されている。また、より高度なセキュリティを実現するような付
加機能を持っているものが多く、様々なネットワークに柔軟に対応できるようになっ
ている。 
Windows 10 のファイアウォールを有効・無効にする⼿順を以下に示す。 
まず「スタート」から「Windows システム ツール」をクリックしてコントロールパ
ネルを表示する。次に「システムとセキュリティ」をクリックし、「ファイアウォー
ルの状態の確認」をクリックする。ここで、左メニューの「Windows ファイアウォ
ールの有効化または無効化」をクリックすれば設定は完了となる。ファイアウォール
を利用する場合には、有効化に設定しておく。 
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【理解度チェック】 

Windows ファイアウォールを使ってポートを閉じた際、nmap と netstat での結果
の違いをまとめてみましょう。 
 

nmap の場合 netstat の場合 
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4.⾃動起動しているサーバの終了 

◆⾃動起動しているサーバの終了（＋⾃動起動しない設定） 
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攻撃者による不正アクセスを受け、起動中のサーバが強制的に終了させられるような
ケースがある。また、強制終了させられた後に⾃動的に再起動がかかることで、もし
も休日や夜間などに攻撃を受けた場合には、⼀⾒何もなかったように⾒えることもあ
る。この結果、攻撃を受けたことを感知するのが遅れて、被害を拡⼤させるというこ
とも起こりうる。 
⼀方、サーバは⼀般に、OS アップデートなどをおこなうなど何らか設定変更を⾏っ
た後に⾃動で再起動する設定になっていることが多い。この場合、不正なアクセスで
設定変更がなされた場合にも⾃動再起動が起こる危険性をはらんでいると⾔える。悪
意があるかどうかに限らず、意図せずサーバの再起動がかかるのである。 
システム管理者は、システムの状態の変化を何らかの⼿段で早期に把握できるように
しておく必要がある。併せて、サーバが⾃動で再起動しないような設定を施し、サー
バを再起動させるかどうかシステム管理者が制御できるようにしておく必要がある。 

◆不要なサービスは⾃動起動しない 

Windows などの OS では、起動時に多くのサービスが⾃動的に起動するように設定
されている。ファイル共有などのストレージ関係やスマートカードなどの便利なサー
ビス、更新プログラムの適用など重要なサービスがある⼀方で、リモートデスクトッ
プや共有サービスなど使わない人には不要なサービスも存在する。標準設定で⾃動起
動の設定が⾏なわれているが、不要なサービスは無駄にメモリを消費するだけでなく
セキュリティ⾯での問題が発生する場合もある。 
不要なサービスについては⾃動起動しないように設定するだけでなく、すでに起動し
ている場合は停⽌する。（必要なサービスを⽌めてしまうと、更新プログラムが適用
されなかったり、システムの動作が不安定になったりするため、設定には注意が必要
である。） 
Linux などの場合、chkconfig コマンドによってランレベル（起動時に CUI で起動す
るか GUI で起動するか）ごとに、⾃動起動するサービスを切り替えられる。例えば、
サーバ OS の起動時に Web サーバとして apache を起動する、などの設定が可能で
ある。 
サーバ OS として使う場合は、最⼩限のサービスのみ起動するように設定する
（chkconfig コマンドのオプションに「on」「off」を指定する）。例えば、次のように
コマンドを実⾏すると、設定されているサービスの⼀覧が表示され、0〜6 の値がラ
ンレベルである。 

  

 

６１ 
 

ランレベル  状態 
0   システムの停⽌ 
1   シングルユーザモード 
2   マルチユーザモード 
3   マルチユーザモード（コンソールログイン） 
4   未使用 
5   マルチユーザモード（ディスプレイマネージャ使用） 
6   システム再起動 

また、Linux のディストリビューションによっては、これまで chkconfig と service
で設定していたことが systemctl コマンド 1 つで可能になったため、サービスの⾃動
起動については、systemctl コマンドで設定することもある。 

◆代表的なポートとサービス 

ここまでネットワークを経由して攻撃を受けることを想定し、その窓⼝となる機器の
ポートに注目して説明を⾏った。以下、代表的なポートと、それに対応するサービス
を挙げておく。代表的なポートとサービスを理解しておくとよい。 

TCP 20 : FTP (データ) 
TCP 21 : FTP (制御) 
TCP 22 : SSH 
TCP 23 :  Telnet 
TCP 25 :  SMTP 
UDP 53 : DNS 
UDP 67 : DHCP（サーバ） 
UDP 68 : DHCP（クライアント） 
TCP 80 :  HTTP 
TCP 110 :  POP3 
UDP 123 :  NTP 
TCP 443 :  HTTPS 
WELL KNOWN PORT NUMBERS 0~1023 
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６１ 
 

ランレベル  状態 
0   システムの停⽌ 
1   シングルユーザモード 
2   マルチユーザモード 
3   マルチユーザモード（コンソールログイン） 
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5   マルチユーザモード（ディスプレイマネージャ使用） 
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また、Linux のディストリビューションによっては、これまで chkconfig と service
で設定していたことが systemctl コマンド 1 つで可能になったため、サービスの⾃動
起動については、systemctl コマンドで設定することもある。 

◆代表的なポートとサービス 

ここまでネットワークを経由して攻撃を受けることを想定し、その窓⼝となる機器の
ポートに注目して説明を⾏った。以下、代表的なポートと、それに対応するサービス
を挙げておく。代表的なポートとサービスを理解しておくとよい。 

TCP 20 : FTP (データ) 
TCP 21 : FTP (制御) 
TCP 22 : SSH 
TCP 23 :  Telnet 
TCP 25 :  SMTP 
UDP 53 : DNS 
UDP 67 : DHCP（サーバ） 
UDP 68 : DHCP（クライアント） 
TCP 80 :  HTTP 
TCP 110 :  POP3 
UDP 123 :  NTP 
TCP 443 :  HTTPS 
WELL KNOWN PORT NUMBERS 0~1023 
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【理解度チェック】 

代表的なポートとサービスの関係をまとめてみましょう。 
 
ポート サービス 備考 
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1.通信経路におけるログを確認する 

◆通信経路におけるログを確認する（状況把握） 

システムへの攻撃を検出するには、サーバやネットワーク機器が出⼒するログのモニ
タリングが⼤変有効である。ただし、ログの量は非常に膨⼤であるため、抽出や突合
などの⼀連の作業をいずれも人が⼿作業で⾏うのは現実的ではない。そのためログを
⾃動でモニタリングする仕組みや、ログと他の情報を⾃動で突合する仕組みを構築し
ておくのが良い。⼀般に、ログのモニタリングや突合せにはツールを活用することが
多い。 

  

 

６５ 
 

◆Zabbix 

Zabbix とは、サーバ、ネットワーク、アプリケーションを集中監視するためのオープ
ンソースの統合監視ソフトウェアである。オープンソースの監視ソフトウェアを検討
する場合、Zabbix は俎上に上がってこないことがないくらいのデファクトスタンダー
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６６ 
 

ドとなっている。Zabbix では、統合監視に必要な監視、障害検知、通知機能を備えて
いる。多数のプラットフォームに対応した Zabbix エージェントと SNMP に対応して
いるため、システム全体を Zabbix ひとつで監視することが可能となっている。 
Zabbix は、統計データを RDBMS に保存するため、グラフやレポートを様々な組み
合わせや期間で表示できるなど監視データを柔軟に活用することが可能である。ま
た、外部のソフトウェアからのアクセスも容易で、独⾃のインタフェースを作成する
などカスタマイズも可能となっている。 
Zabbix では、Web ブラウザで監視ステータスの表示や設定を⾏うことができる。管
理ツールのインストールが不要なため、操作が簡単で出先からの急な対応も可能とな
っている。また、高度なグラフ、マップ、レポート表示機能を有しており、システム
状況を簡単にグラフィカルに表示させることが可能で、Zabbix を導入することにより
システム全体の可視化や、定期的な稼働、統計分析が可能となる。 
Zabbix は多くのプラットフォームに対応している。また、SNMP にも対応してお
り、Zabbix ひとつでシステム全体の監視を⾏うことが可能となる。 
Zabbix 公式サイト : https://www.zabbix.com/jp 

  

 

６７ 
 

【理解度チェック】 

Web 監視ができる項目にはどんなものがあげられるでしょうか︖項目のうち、いくつ
かをあげてみましょう。 
 
Web 監視が可能な項目 監視形態 
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６８ 
 

2.通信内容を調査する 

◆通信内容を調査する（原因特定） 

HTTP 通信とはクライアント PC のブラウザと Web サーバ間で⾏なう通信のことであ
る。HTTP 通信では、クライアントからサーバへのリクエストと、サーバからのクラ
イアントへのレスポンスで構成される通信で１回毎に接続が完結する。HTTP 通信に
は、クライアントのリクエストの発⾏後にレスポンスを待ってから次のリクエストの
発⾏する同期通信方式と、レスポンスを待つことなく次のリクエストを発⾏する非同
期通信という２つの方法がある。 
攻撃者からサーバに対して悪意ある攻撃を受けたと思われる際、その原因を特定する
ためには、そのとき HTTP 通信がどのように⾏われていたかを調査をする。まずは
HTTP 通信をキャプチャすることになるが、例えば Chrome であれば Developer 
tools や firefox の firebug にもネットワークパネルがあり、これらを使用すればキ
ャプチャすることができる。 
さらに高度な調査を⾏いたい場合には、別途専用のツールを使って調査を⾏う必要が
ある。例えば、Fiddler というツールは、クライアント PC とインターネット間の 
HTTP（S）通信をログに記録する Web デバッグプロキシで、IE、Chrome、Firefox

 

６９ 
 

等のブラウザだけでなく、アプリケーションからの通信を詳細に確認することもでき
る。 

◆Fiddler 
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Fiddler とはクライアント PC のブラウザとサーバ間における HTTP(S)通信の監視や
編集ができる無償のプロキシである。JavaScript や css 等をローカルファイルに差し
替えて実⾏することができるので、サーバにアップせずに本番環境により近い環境で
動作の検証や修正ができる機能を持っている。例えば、chrome を使用したリクエス
トで、User-Agent を削除した場合にどのようなレスポンスが返ってくるのか等の調
査も可能である。 
Fiddler と同じ種類の HTTP プロキシツールとしては、Burp Suite や OWASP ZAP と
いったものがある。ただ、Burp や ZAP が脆弱性診断ツールという位置づけであるの
に対し、Fiddler はデバッグのためのツールといった側⾯が強い。 
Fiddler 公式ページ : https://www.telerik.com/fiddler 

 

７１ 
 

3.通信経路を流れるパケットを⽌める 

◆通信経路を流れるパケットを⽌める（対策） 
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◆通信経路を流れるパケットを⽌める（対策） 

  

71

4-2.indd   71 2020/01/31   18:40



 

７２ 
 

外部から通常のアクセスを短時間に⼤量の送りつけるような攻撃を仕掛けられた場
合、パケットそのものは正当なパケットと何ら変わらないため、これが異常な攻撃パ
ケットであると判断することができない。この場合にはパケットの受信状況を監視

 

７３ 
 

し、あらかじめ設定したルールやパターンによって異常であるかどうか判断し、異常
と判断された場合に検知し遮断する必要がある。 
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◆IPS, IDS (HIDS, NIDS) 

IDS（Intrusion Detection System）はその名の通り侵入検知システムである。IDS
は悪意のある第三者からのアクセス・侵入を検出し通知することができる。 
IPS（Intrusion Prevention System）はその名の通り侵入防⽌システムである。不
正な通信を検出し通知するほか、その通信を遮断することができる。 
IDS が不正アクセスの検知に特化するのに対し、IPS は不正アクセスから防御する機

 

７５ 
 

能も持っている。 
IDS には「NIDS」と「HIDS」がある。NIDS（ネットワーク型）はネットワークに
流れる通信を監視し、HIDS（ホスト型）はコンピュータに入ってくる通信を監視す
る。IPS にも IDS 同様に NIPS（ネットワーク型）と HIPS（ホスト型）がある。 
IDS と IPS はサイバー攻撃の中でも、特にネットワークやシステム⾯へのセキュリテ
ィ対策として有効である。例えば、⼤量のトラフィック送りつけサーバへ負荷を与え
る攻撃である DoS 攻撃や Syn フラッド攻撃などに対して効果を発揮する。しかし、
SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングといった Web アプリケーシ
ョンの脆弱性を突いたサイバー攻撃等は防ぐことができない。このため、IDS／IPS
だけでなく WAF（Web Application Firewall）も併せて導入し、万全なセキュリティ
対策を施す必要がある。 
このように通信のパケット内容を監視し、ルールやパターンによって異常検知するの
が IDS や IPS であり、また WAF は通信データの内容を機械的に解析し、ユーザから
のリクエストに応えて動的なページを生成するタイプの Web サイトへの攻撃を防ぐ
ことができる。 
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ことができる。 
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1.Web サーバへのアクセス数を分析する 

◆Web サーバへのアクセス数を分析する（状況把握） 

普段から Web サーバへのアクセス数を把握することは 2 つの意味において重要であ
る。 
まず、通常どの程度のアクセス数があるかを知ることで、設計時に想定していた最⼤
アクセス数に⽐べてどの程度余裕があるのか、また今のペースでアクセス数が伸びて
いくといつ閾値を超えるか、といったことを⾒通すことができる。データの定期的な
取得によって、情報資産の設備投資計画に役⽴てることができるのである。 
また、急激にアクセス数が伸びていることを把握し、異常が発生しているかもしれな
いことを早期に掴むことができる。異常な状況を早々に掴むことができればそれだけ
早く対策を打つこともでき、結果的に Web サーバに支障がでるような事態を未然に
防ぐことになる。 
なお、Web サーバのアクセス数を把握するためには相応のツールを使って集計する必
要がある。 

 

８０ 
 

◆ログの分析（Log Parser、Google Analytics など） 

Web サーバへのアクセスログを分析するには、相応のツールを利用する。有料ツール
もあるが、マイクロソフトやグーグルから無料のツールが提供されており、まずはこ
れらの無料ツールから使用してみるのがよい。 
Log Parser は元々、マイクロソフトのテスター⾃⾝が必要に迫られて開発したツール
であるが、現在はマイクロソフトから無償提供されている。Log Parser はさまざまな
ログを入⼒として受け付け、それらの中から必要な情報を素早く検索したり、特定の
情報を抜き出して並べ直したり、Excel 用のデータに加工したりできる。多様なログ
の分析を支援してくれるツールとであり、特に⼤きな特徴といえるのは、これらのデ
ータ操作においてデータベース問い合わせ⾔語の SQL 文が使えることである。 
Google Analytics は、グーグルから提供される無料で高機能なサイト分析ツールであ
る。Google Analytics は、サイト利用者の訪問状況や流入経路、⾏動パターンなどの
データを把握することができる。また、データの蓄積量が増えるほどに Google 
Analytics で解析できる要素が多くなり、ウェブサイトを改善する⼿がかりが数多く
得ることができる。⼀方、無料ツールであるが故、有料ツールにあるようなサポート
サービスを受けることができない点には注意する必要がある。 
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【理解度チェック】 

Windows のログ情報をいくつか提示して、状況を説明してください。 
 

No. ログ情報 状況 

1 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 

 

 

８２ 
 

2.サーバへのアクセス数を⼀元管理する 

◆様々なサーバへのアクセス数を⼀元管理する（原因特定） 

Ｗｅｂサーバへのアクセス数の集計、解析を⾏う場合には、Web サイトに訪れるユー
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８３ 
 

ザのアクセス状況を記録し、記録された情報を⾒ていくことなる。たとえば、Web サ
イトを訪れるユーザがどこからきて、何に興味を持ち、どのような経路をたどったの
かなど、こういった情報を推し量り知ることでユーザの求める真のニーズを伺うこと
が可能となる。 
また、最近ではキーワード広告をはじめとした各種のマーケティング施策によって、
より厳格な ROI（投資収益率）の算定が求められることがある。効率的かつ効果的な
予算配分を⾏うために、Web サイトのアクセス数の集計、解析が重要となってきてい
る。 
サーバのアクセス数の集計、解析を⾏うためには、そこで必要となる情報を蓄積し、
加工し、必要なレポートにまとめていく。これら⼀連の作業を⾏うツールを「アクセ
ス解析ツール」とよび、データの取得方法から次の 3 点に分類される。 

・サーバログ方式 

通常、Web サーバでは、どの IP アドレスからどのファイルにアクセスがあったのか
を記録する。これを「アクセスログ」とよび、このアクセスログをもとに解析、加工
することでレポートを作成する方法である。蓄積されたログファイルを解析するため
にリアルタイムで分析をすることは難しいが、過去蓄積したログファイルを対象に分
析することができ、ツール導入前のログファイルがあればその期間の分析をすること
も可能である。 

・パケットキャプチャ方式 

Web サーバが置かれているネットワークを監視するシステムを設置し、流れているパ
ケットを取得する。その中から、必要な情報を選別し、解析する方法である。この方
式では、ネットワークを監視するシステムを同じネットワーク内に導入する必要があ
る。 

・タグ方式 

上記 2 つの方式は、取得できるデータを取得した後に加工してレポートするという考
え方であった。ところが、アクセスログのデータだけでは必要な情報がそろわなかっ
たり、⼤きな加工を⾏う必要が生じたりするケースがある。そこであらかじめ必要な
データを定義し、そのデータが取得できるように各 HTML に JavaScript のタグを埋
め込んでおく。ユーザがこのファイルを読み込んだときにデータが送信されるように
しておいてデータを収集、解析する方法がタグ方式である。解析対象としたいすべて

 

８４ 
 

のページにタグを埋め込まなければならないが、他の方式では取得できない情報をタ
グに埋め込むことで、収集できるデータ項目を増やすことができる。 

これらのツールの提供（運用）形態として、⾃前で運用する方法と、ASP サービス等
を利用する方法がある。 

◆ログの解析と可視化に役⽴つツール（原因特定） 

⼀般にログ収集・可視化ツールとしては、Elasticsearch や Logstash、Kibana とい
うものがよく知られている。これらツールを用いてログ解析を⾏い、より効率的かつ
精度を高くして知りたい情報を可視化することが可能である。 
Elasticsearch 分散型で RESTful なオープンソースの検索/分析エンジン 
Logstash   リアルタイムのパイプライン機能を備えたオープンソースの 

データ収集エンジン 
Kibana    Elasticsearch 用のオープンソースのデータ視覚化ダッシュボ 

―ド 
https://www.elastic.co/jp/ 
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【理解度チェック】 

アクセス解析ツールをデータ取得方式で区分し、それぞれの特⻑をまとめてみましょ
う。 
 

No. データ取得方式 特徴（強み） 特徴（弱み） 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

 
また取得したログの解析がなぜ必要なのか︖についてグループで話し合ってまとめ

てみましょう 

 

８６ 
 

3.syslog, Fluentd によるログの収集＃36 

◆syslog、Fluentd によるログの収集 
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Syslog とは、IP ネットワークを通じ、他のコンピュータへ時系列の記録（ログ）を
伝送する標準プロトコル（通信規約）の⼀つである。また、そのプロトコルを用いて
ネットワークを通じてログを収集・記録するソフトウェアのことを指す場合もある。 
⼀般に、ログを発信する機器やソフトウェアを syslog クライアント、ログを受信し
て記録するシステムを syslog サーバ、あるいは syslog デーモン（syslogd）とよん
でいる。クライアントは装置やソフトウェアの動作状況の記録、システムが発するメ
ッセージなどを syslog プロトコルに基づいてサーバへ送信し、サーバはこれを時系
列に保存する。 
syslog メッセージは 1024 バイト以内のテキスト形式であり、UDP あるいは TCP の
いずれかを用いて伝送することができる。どちらも標準で 514 ポートを使用する。
SSL/TLS によって伝送路を暗号化する拡張仕様も存在している。 
伝送されるログメッセージには発生源の区別（ファシリティ）や優先度（プライオリ
ティ）を設定することができ、対象機器の状態をリアルタイムに⼀元的に把握するこ
とができる。クライアント側の特定のソフトウェアが危険な状態に陥っているといっ
た状況をすぐに察知することができる。 
Fluentd とは、オープンソースソフトウェアで、データコレクタやデータログ収集ツ
ールと呼ばれるものの⼀つである。Fluentd を使用することで、これまでのログ収集
方式よりも格段に⼿軽かつ迅速にログを収集でき、活用することができる。 
従来、ログ収集はサーバに保存されたログデータを定期的にまとめてログ収集サーバ
に送って保管するといった形で⾏われることが多かった。ところが Fluentd ではログ
の取り込み（インプット）、別システムへの出⼒（アウトプット）を制御してログを
収集、管理を⾏う。このインプットやアウトプットは、プラグインという形で設定さ
れる。また、インプットとアウトプットの間にバッファというデータ管理、処理の仕
組みがあり、これも Fluentd の特徴といえる。 
Fluentd https://www.fluentd.org/ 

  

 

８８ 
 

【理解度チェック】 

演習で⾏った syslog と Fluentd によるログ解析で、気づいたことをまとめてみまし
ょう。 
 

ログ 解析内容 気づいたこと 
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Fluentd https://www.fluentd.org/ 

  

 

８８ 
 

【理解度チェック】 

演習で⾏った syslog と Fluentd によるログ解析で、気づいたことをまとめてみまし
ょう。 
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4.負荷を分散する 

◆Elasticsearch 

Elasticsearch とは、分散型で RESTful なオープンソースの検索／分析エンジンで、
Apache Lucene を基盤として構築されたものである。2010 年リリースされて、その
後最も利用されている検索エンジンの 1 つとなり、ログ分析やフルテキスト検索、セ
キュリティインテリジェンス、ビジネス分析、およびオペレーショナルインテリジェ
ンスのユースケースなどに広く使用されている無料のオープンソースソフトウェアで
もある。 
API、あるいは Logstash や Amazon Kinesis Firehose などの取り込みツールを使用
し、JSON ドキュメントの形式でデータを Elasticsearch に送信することができる。
Elasticsearch は⾃動的に元のドキュメントを保存し、そのドキュメントへの検索可
能な参照をクラスタのインデックスに追加する。その後、Elasticsearch API を使用
してドキュメントの検索と取得ができる。オープンソースソフトウェアの可視化ツー
ルである Kibana と Elasticsearch を併用することでデータを可視化させ、インタラ
クティブなダッシュボードの構築も可能となる。 

 

９０ 
 

◆Kibana 

Kibana とは、ログと時系列の分析、アプリケーションのモニタリング、オペレーシ
ョナルインテリジェンスのユースケースに使用される、データの視覚化および調査が
可能となる無料のオープンソースソフトウェアツールである。ヒストグラム、線グラ
フ、円グラフ、ヒートマップ、組み込み型の地理空間のサポートなど、強⼒で使いや
すい機能を提供する。また、Kibana は、⼀般によく使用されている分析、検索エン
ジンである Elasticsearch と緊密に統合されており、Elasticsearch に保存されている
データを可視化するために標準的に使用されるツールでもある。 
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【理解度チェック】 

Fluentd、Elasticsearch、Kibana の役割（関係性）を図で表してみましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

９２ 
 

5.負荷を分散する 

◆負荷を分散する（対策） 
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負荷分散とは、並列に運用されている機器間で負荷がなるべく均等になるように処理
を分散して割り当てることである。負荷分散は、負荷分散専用の機器を導入する、
DNS サーバの設定を⾏う、またサーバに負荷分散ソフトウェアを使用するなどによっ
て実現でき、性能改善や冗⻑化の用途で実現することができる。◆ロードバランサ、
CDN の利用 
ロードバランサとは、サーバにかかる負荷を平等に振り分けるための装置である。 
これにより１つのサーバにかかる負担を軽減し、過負荷による停⽌状態を防ぐことが
できる。 
またロードバランサを導入することで、Web サイトへのアクセス集中やサーバの故障
などが発生した場合にも、アクセス中の利用者に安定したサービスの提供が継続可能
となる。 
CDN（Contents Delivery Network）とは、世界中に張り巡らされた CDN 専用の配
信ネットワーク（CDN プラットフォーム）を利用して、Web サイトにアクセスしよ
うとする利用者に最も近い PoP（配信拠点）から効率的かつ高速に Web を配信する
仕組みである。 
⼀般に、インターネット上で Web サイトを運営する場合、配信元となる Web サーバ
（以下、オリジン）を⽴て、そこへエンドユーザを誘導する形でコンテンツの配信を
⾏う。ところが、突発的にアクセスが増えるとオリジンがダウンしてしまったり、海
外からアクセスしようとすると Web ページの表示に時間が⼤きくかかってしまった
りすることがある。 
こういった事象を避けるために、グローバルに事業を展開する CDN プロバイダは、
PoP を世界中に設置し、そこに多数の Web サーバ（以下、CDN サーバ）を配置して
CDN プラットフォームを構築している。 
それぞれの CDN サーバには、オリジンから取得したコンテンツをキャッシュしてお
き、アクセスしてきたエンドユーザのそれぞれに最も近い CDN サーバがこれに応答
することで、高速かつ安定した配信環境が保たれることになる。 

  

 

９４ 
 

【理解度チェック】 

負荷分散と、ＣＤＮの共通点と相違点をまとめてみましょう。 
 

負荷分散と、ＣＤＮの共通点と相違点 

共通点 相違点 
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1.ログインエラーを確認する 

◆ログインエラーを確認する（状況把握） 

ログインの状況を確認することで、脆弱性を狙った攻撃の兆しを発⾒することが可能
となる。たとえば、ログインエラーが⼀定の時間内に連続して起こっているような場
合には、ログイン ID とパスワードをランダムに入⼒し、悪意ある攻撃者が不正にロ
グインしようとしている恐れがある。 
あるいは、同じログイン ID で頻繁にログイン・ログオフを繰り返すなど、通常の利
用形態では考えられないような挙動が⾒受けられた場合も、何らか不正が⾏われてい
るおそれが考えられるため、当該ログイン ID の所有者にヒアリングするなどの対応
を取る必要がある。 

  

 

９８ 
 

◆ログイン履歴、ログイン失敗履歴 

ログイン成功のログにおいて、以下の情報を取得、確認することができる。 

① ログイン ID 
② パスワード 
③ アカウント名 
④ アカウントドメイン 
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この時に重要となるのが③、④の項目である。ログイン要求を⾏ったアカウントが正
規のものなかのかどうか、もしくは悪意のあるシステム上のものなのかどうかなどを
確認することができる。 
またログイン失敗の場合のログを⾒る場合においても、上記①〜④の情報を確認する
ことができる。そして、調査において非常に重要なのはログイン成功時と同様に③と
④の項目となる。 

  

 

１００ 
 

【理解度チェック】 

ログイン履歴の状況から、どんなことが推測できるかまとめてみましょう。 
 

ログイン履歴（履歴状況） 推測できること 
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１０１ 
 

2.データベースを狙った攻撃 

◆SQL インジェクション 

  

 

１０２ 
 

SQL（Structured Query Language）インジェクションとは、データベースと連動し
た Web アプリケーションなどに対する攻撃⼿法の⼀つであり、検索文字列など外部
から指定されるパラメータの⼀部に SQL 文の断⽚などを混入させ、不正な操作を⾏う
ものである。また、そのような攻撃を可能とする脆弱性のことを指す場合もある。 
データベースを利用する Web サイトの中には、閲覧者の求めに応じて動的にプログ
ラムを起動し、データベース管理システム（DBMS）へデータの検索や更新などを依
頼するものがある。その際に SQL ⾔語が標準的に利用される。検索機能などを実装す
るために、閲覧者がフォームなどに入⼒した文字列をプログラムが受け取り、あらか
じめ用意された SQL 文の⼀部に埋め込んで DBMS へ渡すという処理がよく⾏われ
る。その際、悪意ある攻撃者が検索文字列として引用符や条件式などを組み合わせた
SQL 文の断⽚を渡すことにより、開発者が想定していない SQL 文が生成・実⾏さ
れ、本来得られるはずのないデータを出⼒したり、保存されたデータが破壊・改ざん
されたりすることがある。 
SQL インジェクションの被害で最も多いのが個人情報などのデータベースに保存され
た重要なデータや機密データの漏洩である。過去には、名簿やアカウントリストなど
の流出事故が現実のサイトにて発生している。 
また、Web サイトの改ざんに悪用された場合には。Web ページ上に Web ブラウザを
攻撃するコードを埋め込まれてしまう場合もあり、その後サイトに訪れた閲覧者に二
次的な被害を及ぼすことにもなる。 
SQL インジェクションへの対策としては、単純な文字列検索で動的に SQL 文を生成
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するのをやめ、プレースホルダ（バインド機構）やプリペアードクエリ（プリペアー
ドステートメント）のような仕組みを活用したり、渡された入⼒値を入念にチェック
して特定の文字を適切にエスケープ（無害な文字に置換）したりするといった⼿法が
よく知られており、これら複数の⼿法を組み合わせて対応することも推奨されてい
る。 

  

 

１０４ 
 

【理解度チェック】 

SQL インジェクションにより、どのようなセキュリティ侵害、具体的な脅威をまとめ
てみましょう。また SQL インジェクションの防御方法をいくつかあげてください。 
 
発生するセキュリティ侵害 具体的な脅威 防御方法 
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3.Web 利用者を狙った攻撃 

◆XSS 

XSS（Cross Site Scripting）とは、ネットワークを通じた攻撃⼿法の⼀つで、保安上
の弱点（脆弱性）のある Web サイトを踏み台に、悪意あるプログラムをそのサイト
の訪問者に送り込む⼿法である。あるいは、そのような攻撃に利用される脆弱性のこ
とを指す場合もある。 
電子掲示板のように、閲覧者から送信されたデータをコンテンツの⼀部として、他の
閲覧者に⾒せるようなプログラムが存在する Web サイトにおいて生じる脆弱性およ
び攻撃⼿法であり、攻撃者が外部のサイトに用意した悪意あるスクリプトをターゲッ
トのサイトに注入して閲覧者に送信することから、「クロスサイト」（サイト横断）と
いう名称で呼ばれている。 
典型的な XSS 攻撃では、攻撃者はターゲットとなる脆弱なサイトへのリンクを設置し
た罠サイトをつくり、閲覧者がリンクをクリックするように仕向ける。そのとき、リ
ンクの URL のパラメータ部分にスクリプト（JavaScript コード）や HTML タグの断
⽚を埋め込み、閲覧者が脆弱なサイトを開くとページ内に⾃動的にそれらの悪質なス
クリプトが埋め込まれ、即座に閲覧者の Web ブラウザにて実⾏される。 
XSS 攻撃により、閲覧者はターゲットサイトの Cookie データを攻撃者に詐取あるい
は改ざんされ、本人になりすましてアクセスされてしまったり、ターゲットサイトの

 

１０６ 
 

ページ内容を不正に書き換えられ、入⼒した情報を攻撃者へ送ってしまったり、⾃分
の SNS アカウントに攻撃者の指定した内容を書き込んでしまうなど、意図しない操
作を実⾏させられてしまったりする。 

◆CSRF 

CSRF（Cross Site Request Forgeries）とは、Web ブラウザを不正に操作する攻撃
⼿法の⼀つである。利用者に、偽装した URL を開かせることで、利用者が意図せず特
定のサイト上で何らかの操作を⾏わせる。攻撃者はあるサイトへ特定のリクエストを
発生させる URL（Web アドレス）を用意し、何らかの方法でこれを偽装、隠蔽し
て、Web 閲覧者に開かせる。閲覧者は気づかずに、あるいは何の URL か誤認して開
き、攻撃者の意図したリクエストを発生させてしまう。 
URL を開かせる⼿法はいくつか知られており、Web サイトやメール本文にリンク先
について虚偽の内容を記載したリンクを設置する。HTML の img タグのようにページ
を開くと⾃動的に URL が読み込まれるタグを悪用する、ページ上に URL を読み込ま
せるようなスクリプト（JavaScript）や⾃動転送（HTTP リダイレクト）などを仕掛
ける、といった⼿⼝が多い。 
URL を開くことによって生じる被害や被害者もさまざまで、多数の閲覧者から同時に
特定のサイトへリクエストを発生させて機能不全に陥らせる DDoS 攻撃として用いら
れることもあれば、URL が SNS やネットサービスなどの⼿続きや操作を表してお
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り、閲覧者の個人データやアカウント情報の漏洩や改ざん、意図しない決済や送⾦、
⼿続きの執⾏などの被害をうける場合もあり、閲覧者が⾝に覚えがないまま名誉棄損
や業務妨害の加害者に仕⽴て上げられてしまうこともある。 
CSRF 攻撃の標的となるのは、いきなり特定の URL へアクセスするだけで何らかの操
作や⼿続きが完了してしまうような Web サイトや Web アプリケーションで、このよ
うな状態を CSRF 脆弱性と呼んでいる。 
対策としては、送信元のチェックや、利用者が意図してアクセスしたものかの確認
（確認画⾯の表示や画像認証など）、サイト側から発⾏した情報の提示を求めるなど
の方法があり、これらを組み合わせてチェックを⾏う仕組みを整えるのが良い。 
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【理解度チェック】 

XXS と CSRF について、その攻撃⼿法と脅威についてまとめてみましょう。 
 

 XXS CSRF 

攻撃⼿法 
 
 
 
 
 
 
 

 

脅威 
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4.脆弱性診断を実施する 

◆脆弱性診断を実施する（原因特定） 

⾃社の Web アプリケーションに脆弱性が存在していると、簡単に Web サイトが改ざ
んされてしまったり、Web サイトがダウンしてしまったり、酷い場合にはサイト内に
持っている情報が漏洩してしまったりすることが起こりうる。 
そこでセキュリティ診断ツールを用いて、⾃社 Web アプリケーションの脆弱性診断
を⾏っておく。ここでは無料で簡単に Web アプリケーションの脆弱性をチェックす
ることができる、「OWASP ZAP」というツールを紹介する。 

  

 

１１０ 
 

◆OWASP ZAP や ratproxy による診断 

OWASP ZAP とは、The Open Web Application Security Project（OWASP）とい
う国際的なコミュニティで作成されたセキュリティ診断ツールである。 
OWASP ZAP を使う場合、OWASP ZAP を PC へダウンロードし脆弱性を確認したい
Web アプリケーションの URL を入⼒する。これだけで、チェック対象となる Web
アプリケーションへ攻撃を仕掛けて弱点を洗い出し、⾒つけた弱点を示してくれる。 
ratproxy とは、プロキシサーバとして動作するオープンソースソフトウェアである。
このソフトウェアを経由して Web アプリケーションを操作することで、XSS や
CSRF などの攻撃を受ける危険性がある、各種脆弱性を検出することができる。ま
た、付属する ratproxy-report.sh を併用することで、注釈や問題のランク付けをまと
めたレポートとして出⼒することが可能となる。 
ratproxy は、起動時に特段の指定を⾏わない場合には 8080 ポートを使用する。他の
ポートを使用する場合は-p オプションを使用して変更することもできる。また
ratproxy には非常に多くのオプションが用意されており、組み合わせによって脆弱性
の検出状況が⼤きく変更することが可能である。その時々に応じて適切なオプション
を指定して起動する。 
ratproxy はプロキシサーバとして動作するため、脆弱性発⾒のための Web アプリケ
ーション操作は基本的に⼿動での対応となる。しかし、Salenium や Firebug といっ
たツールと併用することで、より効率のよい脆弱性検索が実施できるようになる。 
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【理解度チェック】 

OWASP ZAP と ratproxy について、その使い方をまとめてみましょう。 
 

OWASP ratproxy 
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5.Web アプリケーションの脆弱性に備える 

◆Web アプリケーションの脆弱性に備える（対策） 

Web アプリケーションの脆弱性とは、Web アプリケーションの動作に関連するシス
テムやプログラムの不備を意味する。Web アプリケーションの脆弱性が目⽴つサイト
運営をすると、サイバー攻撃の標的となる危険性が高くなる。また、使用し続ける間
に、システムの機能に不具合が生じることもある。Web サービスを提供する個人や企
業において、脆弱性への対策を怠ると⼤きな損害を受けることも起こりうる。 
Web アプリケーションの脆弱性が起こる原因について、以下のようなものが考えられ
る。 

アプリケーションのプログラムミス 

Web アプリケーションの脆弱性が発生する要因として、プログラム作成時のミスが考
えられる。 

サーバの設定、およびコンテンツの連動不備 

Web アプリケーションプログラムの作成にミスがなくても、ネットワーク上に置かれ
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たときに脆弱性が生ずることがある。Web アプリケーションをインストールするサー
バの設定、運営するデータや情報のコンテンツ管理の設定が脆弱性の原因となるケー
スもある。 

更新不⾜による既知の脆弱性への対処不⾜ 

Web アプリケーションのインストール時には問題がなかったとしても、時間の経過と
ともに脆弱性が生ずることもある。通常、アプリケーションソフトウェアは定期的に
修正パッチや更新プログラムが配信される。ところが、これらの更新作業を怠ると、
既知の脆弱性が放置されたままとなる。PC の OS アップデートと同様に、Web アプ
リケーションの更新も適切に実施しておくことが必要である。 

なお、現在知られている Web アプリケーションの主な脆弱性は以下のようなものが
挙げられる。 

・SQL インジェクション 
・XSS 
・CSRF 
・強制ブラウジング 
・Cookie の濫用 
・バックドアおよびデバッグオプション 
・パラメータの改ざん 
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【理解度チェック】 

Web アプリの脆弱性、脅威、リスクをまとめてみましょう。 
 

Web アプリ名 脆弱性 脅威 リスク 
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6.Web アプリケーションの脆弱性に備える 

◆セキュアなシステム設計（セキュリティレビュー、コードレビュー、
…） 
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現在、新しい機能を持ったセキュリティ製品が数多く登場している。従来からあるフ
ァイアウォールや IDS といった既存技術を複数組み合わせたものも含めてさまざまな
製品があるが、これらを次々と導入するのは導入時の検証や⼤幅なシステム変更を迫
られることもあり、簡単なことではない。 
セキュアなネットワークシステムを設計するにあたり、重要となるポイントは以下の
5 点である。 

攻撃／侵入が困難であること 

外部からのアクセスを受けるようなシステムの最前線に位置するサーバやネットワー
ク機器が、攻撃や侵入を許してはならない。システム設計にあたっては、まずこれら
最前線の守りを固めるための、必要な機能の選定、および構成の検討を⾏う必要があ
る。 

侵入されても被害を局所化できること 

攻撃や侵入について対策を施しても、100％安全なシステムにはならない。このた
め、万が⼀侵入されてしまった時のことを考慮の上、システムの設計を⾏う。 
例えば、ファイアウォールとサーバを 1 つのセットと考え、このセットを多段で構成
し、機能を分離する。データを分離することで、データを提供するデータベースサー
バへのアクセスを制限したり、読み出し専用サーバとすみ分けることでデータの書き
換えを不可能にしたりすることができる。また、このような構成にしておくことで
Web サーバプログラムやアプリケーションの管理や運用に注⼒できるようになる。 

監視／検知が機能すること 

どのようなセキュアなシステムを構築しても、監視／検知の機能がなければインシデ
ントが発生した時に対応が遅れて被害の拡⼤につながりかねない。そこで、実際に攻
撃を受けたときにいち早く気づけること、何が起きたか把握できることが重要とな
る。 

管理／運用が容易であること 

管理／運用を容易にするための設計ポイントは、まず必要なサービスを限定すること
による運用負荷を軽減する、データ分離でフロントエンドサーバを単機能化し構成管
理をシンプルにする、ファイアウォールなどによるアクセス制限の⼀元管理を⾏う、
などが挙げられる。 
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調査／復旧が容易であること 

復旧を容易にするための設計ポイントとしては、まずシステム構成をシンプルにする
ことが重要である。そのほか、何が起きたのかを調査するための構成を取り、システ
ムの多様性を確保することが挙げられる。最終的には、システム管理者が⾃信を持っ
て運用できるシステム構成を選ぶことが⼤事である。場合によっては、システム構成
を⼩さくまとめることも必要である。 

  

 

１１８ 
 

【理解度チェック】 

セキュリティ・バイ・デザインの重要性を説明してみましょう。 
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7.Web アプリケーションの脆弱性に備える 

◆WAF (Web Application Firewall)の使用 

 

１２０ 
 

WAF とは、Web サーバへの外部からの攻撃を検知、防御するシステムである。Web
サーバとインターネットなど外部との中間に設置され、サーバと外部との通信を監視
して、攻撃とみなしたアクセスをブロックする。 
Web サーバ上で運用される Web アプリケーションには、保安上の弱点（脆弱性）が
存在する場合があり、悪意のある攻撃者が外部からこれを悪用して遠隔操作を⾏った
り、秘密の情報の詐取を⾏ったりするなどの不正アクセスを⾏うことがある。本来は
サーバ側のソフトウェアを監視し、アップデートを⾏うことで脆弱性を速やかに排除
することが望ましい。ところがさまざまな理由で排除できないケースも起こりうる。 
WAF は、Web サーバへの通信を常に監視し、時系列の通信記録（ログ）として保管
する。また、あらかじめ登録された不審なアクセスのパターンを検知したり、送受信
されるデータ中に特定のパターン（個人情報に似た形式のデータなど）を発⾒したり
すると、通信に介入してアクセスをブロックする。 
WAF は専用のハードウェアとして実装されたものと、ゲートウェイなどのサーバ上で
動作させるソフトウェアや Web サーバ⾃体に組み込むモジュールの形になっている
ものがある。Web サーバと別になっているタイプの製品は、ネットワークの入り⼝付
近に設置して複数の Web サーバを守ることもできるようになっている。 
動作モードとしては、リバースプロキシとして動作するものと、アクセスを透過させ
るものとの二つに分かれる。 
SSL/TLS で通信が暗号化されていると通信内容を解析することができないため、
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WAF ⾃⾝が TLS 通信の終端となって暗号化を解除し Web サーバへ取り次ぐような動
作設定にしたり、SSL アクセラレータと Web サーバの中間に設置したりする必要が
ある。 

  

 

１２２ 
 

【理解度チェック】 

WAF の効果を説明してみましょう。 
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１２３ 
 

8.脆弱性の対策 

◆脆弱性の対策 

①サーバで対策する 

例えば、SQL インジェクションでは、主に Web アプリケーションのプログラム仕様
が問題となる。入⼒した文字列に SQL 文を仕込まれた場合、それらを命令文と認識し
てしまうからである。これに対応するためには、SQL 文を成り⽴たせない実装を⾏う
ことが有効である。このような対応をエスケープ処理という。具体的には、SQL 文で
特別な意味を持つ記号や文字列を、別の文字に置き換えたり削除したりする方法であ
る。 

②ネットワークで対策する 

脆弱性が発表されたときには、その脆弱性を解消するためのパッチやアップデートが
合わせて公開される。これらをすぐに適用すれば、脆弱性を狙った攻撃者から保護す
ることができる。ただ、Web アプリケーションの場合には、他に動作している多くの
アプリケーションへの影響も考慮する必要があり、すぐにパッチやアップデートを適
用することは難しい。このような場合において、WAF を導入して対策を施すケースが
増えている。 

 

１２４ 
 

WAF で、Web アプリケーションに送られる通信をチェックし、攻撃を無効化する。
導入や管理、運用が容易なクラウド側の WAF も提供されてきており、脆弱性対策と
して検討するのが良い。 

③Web に脆弱性がないかどうか検査する 

Web アプリケーションの脆弱性を定期的にチェックする。外部から疑似的な攻撃を⾏
い、悪用されると危険な脆弱性があるかどうかを確認するような脆弱性診断も実施す
る。 

④開発者の⽴場で対策する 

Web アプリケーションやデータベースの開発者は、SQL インジェクションなど引き
起こされないようなプログラミングを⾏う。最近では、セキュアプログラミングやシ
フトレフトなどとも呼ばれ、脆弱性を作り込まないプログラミングが求められてい
る。 

⑤発注者、社内 IT 部門の⽴場で対策する 

Web アプリケーションやデータベースの構築を発注する側は、依頼書や仕様書に脆弱
性対策があるかどうか確認する。また IT 部門など利用する側は、サーバなどの脆弱
性対策の確認、あるいは利用する Web アプリケーションやソフトウェアのバージョ
ン管理、定期的な脆弱性診断などを⾏う。WAF による攻撃防御についても検討する。 
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【理解度チェック】 

SQL インジェクションの脆弱性の対策方法を、5 つ説明してみましょう。 
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第 7 章 高負荷の状況を検出す
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第 7 章 高負荷の状況を検出す
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１２７ 
 

1.CPU 負荷を調べる 

◆CPU 負荷を調べる（状況把握） 

サーバの CPU やメモリ・ディスクの状態を監視することを、リソース監視という。 
複数のタスクによるリソースの奪い合いの結果、処理の待ち時間が生じているような
場合を⼀般に「負荷が高い状況」という。負荷が高い状況に陥った場合には、その負
荷の原因を探り、ボトルネックとなっている個所を⾒極め、原因を取り除く必要があ
る。 
ボトルネックの⾒極め作業はおおよそ次のような流れで実施する。 
まずロードアベレージ（処理を実⾏したくても、実⾏できなくて待たされているプロ
セス（CPU の実⾏権限が与えられるのを待っている、またはディスク I/O が完了する
のを待っている）の数）を確認し、CPU、I/O のいずれがボトルネックなのかを探
る。 
ここで、CPU 負荷が高い場合には、ユーザプログラム、システムプログラムのどちら
がボトルネックか確認する（たいていの場合、ユーザプログラムであることの方が多
い）。プロセスの状態や CPU 使用時間を⾒ながら原因のプロセスを特定する。プロセ
スの特定からさらに詳細を詰める場合は、プロファイリングをするなどしてボトルネ
ック個所を絞り込んでいく。 

◆uptime,ps,top, dstat コマンド 

 

１２８ 
 

uptime は、そのシステムがどのくらいの時間稼働しているかを確認できるコマンド
である。システムの稼働時間のほかに、直近で 1 分間、5 分間、15 分間の平均負荷率
も表示させることができる。 
ps は、プロセス⼀覧を表示する。どのプロセスが動いているか、起動されているべき
プロセスが動いているか、あるいは不正なプロセスが動いていないかなどを確認する
ことができる。 
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１２８ 
 

uptime は、そのシステムがどのくらいの時間稼働しているかを確認できるコマンド
である。システムの稼働時間のほかに、直近で 1 分間、5 分間、15 分間の平均負荷率
も表示させることができる。 
ps は、プロセス⼀覧を表示する。どのプロセスが動いているか、起動されているべき
プロセスが動いているか、あるいは不正なプロセスが動いていないかなどを確認する
ことができる。 
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１２９ 
 

top は、実⾏中のプロセスを随時更新しながら CPU 使用率が確認できる。ps コマン
ドと⽐較して CPU リソースを消費している順に表示させたり、消費している CPU に
偏りがないかどうかを表示させたりすることができる。 
dstat は、CPU 負荷をコアごと、I/O 負荷をディスクごと、ネットワーク転送量をイ
ンターフェースごとに表示できるコマンドである。top や iostat,netstat を使って監
視しているリソースをコマンド⼀つで監視することができる。 

  

 

１３０ 
 

【理解度チェック】 

CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク、入出⼒の負荷が高いという状況をまとめ
てみましょう。できれば対策についてもまとめてみましょう。 
 

 負荷が高い状況とは 対策について 

ＣＰＵ 
  

 
 

メモリ 
  

 
 

ストレージ 
  

 
 

ネットワーク 
  

 
 

入出⼒ 
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１３１ 
 

2.メモリ使用量を調べる 

◆メモリ使用量を調べる（状況把握） 

システムの負荷が高い状況に陥っている場合、CPU 使用率に特に異常が⾒られない場
合には、メモリのスワップが発生しているかどうかを疑った方がよい。具体的には、

 

１３２ 
 

sar,vmstat,free などといったコマンドを用いて、メモリにスワップが発生している
かどうかを確認する。 
ここでスワップが発生しているようであれば、メモリの使用量を疑うことになる。 
ps コマンドで特定のプロセスが極端にメモリを消費していないかどうか確認する。プ
ログラムの不具合でメモリを使いすぎている場合には、プログラムの改修を⾏う。ま
た、そうでなければ、メモリの増設や分散を検討する。 

◆free,vmstat,コマンド 

free は、システムの物理メモリとスワップメモリのそれぞれに対して使用量と空き容
量を表示し、カーネルが用いているバッファも表示する。 
vmstat は、プロセスの状態やメモリの使用状況、ページングの回数、I/O の回数、
CPU の使用率など、幅広い情報を取得することができる。データベースなどのアプリ
ケーションのチューニングに利用できる。 
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１３３ 
 

【理解度チェック】 

メモリの負荷状況を調べる方法についてまとめてみましょう。またメモリ不⾜で発生
する事象についてもまとめてみましょう。 
 

メモリの負荷状況を調べる方法 メモリ不⾜で発生する事象 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１３４ 
 

3.不明なプロセスを調査する 

◆不明なプロセスを調査する（原因特定） 

CPU の負荷が高い状況でもなく、メモリスワップも発生しているわけではない場合、
何らかの異常なプロセスが稼働していてリソースが占有されているようなケースがあ
る。 
まずは事実を押さえるために、どのようなプロセスが動いているのか確認する必要が
ある。そこで本来動くはずのないプロセス、異常にリソースを消費しているプロセス
などがないかどうか確認を⾏う。 

◆コマンドログの調査 

コマンドログとは、運用においてコマンド操作したときのログのことである。 
コマンドログを調査することで、運用において具体的にどのようなコマンドを使用し
たのか確認することができる。 
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１３５ 
 

◆不要なプロセスを終了する（対策） 

プロセスの確認を⾏った際、不明で異常な動作をしていたプロセスがあって、それら
が異常にリソースを消費しているような状況があれば、強制的に当該プロセスを終了
させることも対応策として有効である。 
この場合、⼿作業にて個別にプロセスを終了させることになるため、本来終了させて
はならないプロセスを誤って終了させないように注意する必要がある。また、プロセ
スを終了させた後には、いったん再起動をかけ、正常な状態で機器を⽴ち上げ直すな
どして次の処理に使用する。 

◆kill コマンド 

kill は、実⾏しているプロセスおよびジョブを終了させるコマンドである。異常な動
作をしているプロセスを強制終了させたり、コンピュータに著しく負荷をかけている
ような動作を⽌めたりするときに使用する。 
なお、プロセスを実⾏したユーザがコマンドの実⾏を終了させるには、ctrl＋C のショ
ートカットキーでも終了させることができるので、こちらも確認しておくのがよい。 

  

 

１３６ 
 

【理解度チェック】 

サーバ負荷の高い状況の原因についてまとめてみましょう。また、サーバの性能を改
善するための方法についてもまとめてみましょう。 
 

サーバ負荷の高い状況の原因  
 
 
 
 

サーバの性能を改善するための方法 
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１３９ 
 

1.暗号と認証について知る  

 
◆暗号と認証について知る 

 

１４０ 
 

インターネット環境における脅威は、サービス停⽌を狙ったものや、踏み台として利
用するもののほか、メッセージやデータなどの情報詐取を狙ったものもある。インタ
ーネット環境では、いくつものサーバを経由してデータが転送されるため、その途中
のサーバやネットワークにおいて、データを盗聴することができてしまうと、情報漏
洩に発展する。また、そのデータの内容を書き換えることもできるため、データの改
ざんやなりすましもできてしまう。こういった事案を未然に防ぐためには、第三者が
⾒てもデータの内容がわからないようにし、改ざんされたかどうかをチェックできる
ようにし、また通信相⼿が本当に目的の相⼿なのかどうかを確認できるようにしてお
く必要がある。 
第三者に⾒られても内容がわからないようにするためには、通信データの暗号化を施
すことが有効である。 
暗号化には、共通鍵暗号方式（暗号化と復号化に共通の鍵を使う方式）と、公開鍵暗
号方式（暗号化と復号化に別々の鍵を使う方式）の二つの方式がある。 
通信データの書き換えが⾏われていないかどうかを確認するためには、通信が途中で
改ざんされていないか調べる方法としてメッセージ認証がある。メッセージ認証に
は、ハッシュ関数などを使用する。また、デジタル署名を付与することで認証を⾏う
方法もある。 
相⼿が本当に目的の相⼿なのかどうか確かめるためには、相⼿の認証局の署名付き証
明書をもらい、確認する方式がある。つまり、第三者によって保証してもらった証明
書を入⼿し、認証を⾏うということである。認証局の署名付き証明書とは、本人の公
開鍵等の情報を認証局の秘密鍵で暗号化したものを使うことが多い。 
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１４１ 
 

◆認証局 

認証局（CA︓Certification Authority）とは、証明書を発⾏する機関である。CA
は、階層構造の CA 間のチェーンを構築することにより、信頼性の向上を目指してい
る。 
認証局は⼤きく分けて以下の 2 つに分けられる。 

・パブリック認証局 

監査法人による厳正な審査（設備や運用ルール他）を受けた、“信頼できる認証局”と
して認められ、PC のブラウザにもデフォルトで組み込まれているため、証明書のイ
ンストール作業などは不要である。 

・プライベート認証局 

社内ネットワーク内など限られたエリアにおいて、主に暗号化する目的で利用する。
証明書のインストール作業等が必要。無料でサーバ認証が可能である。 

  

 

１４２ 
 

【理解度チェック】 

アクセス制御における 3 つの要素について、その役割と事例を⼀つあげてください。 
 
要素 役割 事例 

識 別 
 
 

 

認 証 
 
 

 

認 可 
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１４３ 
 

2.暗号と認証について知る 

 

  

 

１４４ 
 

◆公開鍵暗号 

公開鍵暗号方式とは、暗号化と復号化に別々の鍵を用いる暗号方式である。「非対称
鍵暗号方式」と呼ばれることもある。 
公開暗号方式では、「暗号文を作り出す鍵」と「暗号文を元に戻す鍵」が異なる。暗
号通信を⾏いたい人は、まず独⾃に 2 つの鍵のペアを作成する。同時に生成された⼀
対の鍵のうち⼀方を公開鍵として公開し、他方を秘密鍵として厳重に管理する。送信
者は受信者の公開鍵で暗号文を作成して送る。受信者は、⾃分の秘密鍵で受け取った
暗号文を復号する 
暗号化と復号化を同じ鍵で⾏う「共通鍵暗号方式」に⽐べて、公開鍵の共有が容易な
ことや、相⼿の数に関係なく公開鍵が 1 つでよいなど、鍵の管理が容易で、安全性が
高い。 
公開鍵暗号方式の⽋点としては、鍵のビット⻑や平文（元のデータ）⻑を⻑く取る必
要があるため、暗号化／復号化が複雑となり、処理時間を要することや、「man-in-
the-middle」攻撃に弱く、公開鍵の認証が必要となることがある。 
公開鍵暗号方式の具体的な暗号は、「RSA」「楕円曲線暗号」などが有名である。 
RSA は、公開鍵暗号の時と鍵の利用方法を逆にした場合、秘密鍵で署名した値が対応
する公開鍵でのみ正しく検証できるようになる公開鍵暗号である。発明者 3 名の頭文
字をつなげて「RSA」と呼ばれる。この仕組みを利用することで、デジタル署名が実
現でき、送信者が通信の事実を後で否認したり、他人が偽造したりすることを不可能
にするデータ伝送が可能となる。RSA 以外のアルゴリズムでは完全な逆の関係になら
ないこともある。 
楕円曲線暗号は、楕円曲線上の離散対数問題の困難性を安全性の根拠とする公開鍵暗
号である。RSA に⽐べて短い鍵⻑で同程度の暗号強度を実現できるという特徴があ
る。 
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2.暗号と認証について知る 
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◆公開鍵暗号 

公開鍵暗号方式とは、暗号化と復号化に別々の鍵を用いる暗号方式である。「非対称
鍵暗号方式」と呼ばれることもある。 
公開暗号方式では、「暗号文を作り出す鍵」と「暗号文を元に戻す鍵」が異なる。暗
号通信を⾏いたい人は、まず独⾃に 2 つの鍵のペアを作成する。同時に生成された⼀
対の鍵のうち⼀方を公開鍵として公開し、他方を秘密鍵として厳重に管理する。送信
者は受信者の公開鍵で暗号文を作成して送る。受信者は、⾃分の秘密鍵で受け取った
暗号文を復号する 
暗号化と復号化を同じ鍵で⾏う「共通鍵暗号方式」に⽐べて、公開鍵の共有が容易な
ことや、相⼿の数に関係なく公開鍵が 1 つでよいなど、鍵の管理が容易で、安全性が
高い。 
公開鍵暗号方式の⽋点としては、鍵のビット⻑や平文（元のデータ）⻑を⻑く取る必
要があるため、暗号化／復号化が複雑となり、処理時間を要することや、「man-in-
the-middle」攻撃に弱く、公開鍵の認証が必要となることがある。 
公開鍵暗号方式の具体的な暗号は、「RSA」「楕円曲線暗号」などが有名である。 
RSA は、公開鍵暗号の時と鍵の利用方法を逆にした場合、秘密鍵で署名した値が対応
する公開鍵でのみ正しく検証できるようになる公開鍵暗号である。発明者 3 名の頭文
字をつなげて「RSA」と呼ばれる。この仕組みを利用することで、デジタル署名が実
現でき、送信者が通信の事実を後で否認したり、他人が偽造したりすることを不可能
にするデータ伝送が可能となる。RSA 以外のアルゴリズムでは完全な逆の関係になら
ないこともある。 
楕円曲線暗号は、楕円曲線上の離散対数問題の困難性を安全性の根拠とする公開鍵暗
号である。RSA に⽐べて短い鍵⻑で同程度の暗号強度を実現できるという特徴があ
る。 
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【理解度チェック】 

公開鍵の方式と特徴について説明してみましょう。 
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3.暗号と認証について知る 

◆共通鍵暗号 

共通鍵暗号方式とは、暗号化と復号化とで同じ鍵を使う方式である。公開鍵暗号方式
に⽐べて扱いが簡単であり、処理速度が速い。⼀方で、相⼿先ごとに固有の鍵を作成
しなければならない、あらかじめ安全な方法で相⼿に鍵を渡さなければならないな
ど、限られた特定の相⼿とのやり取りに向いている方式である。また⾃分⾃⾝の PC
などにデータを暗号化して保存する場合にも有効に利用できる。 
共通鍵暗号方式の具体的な暗号は「DES」が有名である。 
DES（Data Encryption Standard）は、データを 64 ビット⻑のブロックに分割し、
各ブロックを 56 ビット⻑の鍵で暗号化する共通暗号鍵アルゴリズムである。トリプ
ル DES は、DES を三重に繰り返すことで、暗号の強度を高めている。なお DES はそ
の仕様が公開されており、米国では政府標準の暗号化⼿法の１つになっている。 
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【理解度チェック】 
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しなければならない、あらかじめ安全な方法で相⼿に鍵を渡さなければならないな
ど、限られた特定の相⼿とのやり取りに向いている方式である。また⾃分⾃⾝の PC
などにデータを暗号化して保存する場合にも有効に利用できる。 
共通鍵暗号方式の具体的な暗号は「DES」が有名である。 
DES（Data Encryption Standard）は、データを 64 ビット⻑のブロックに分割し、
各ブロックを 56 ビット⻑の鍵で暗号化する共通暗号鍵アルゴリズムである。トリプ
ル DES は、DES を三重に繰り返すことで、暗号の強度を高めている。なお DES はそ
の仕様が公開されており、米国では政府標準の暗号化⼿法の１つになっている。 
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１４７ 
 

◆デジタル署名、認証 

デジタル署名／認証とは、送られてきたデータの送信元が間違いないか、伝送経路上
でデータが改ざんされていないかを確認するための技術である。 
前述の公開鍵暗号方式の署名の使い方では、「誰から送付されてきたのか」を確認す

 

１４８ 
 

ることができる。またハッシュ関数は、元データが少しでも変更されたら、その計算
結果であるハッシュ値が全く異なる値になるため、改ざん検知としても使用できる。
デジタル署名／認証の仕組みは、この二つの技術を組み合わせて作られたものであ
る。 
デジタル署名／認証の仕組みは以下の通りである。 

・受信者はあらかじめ送信者の公開鍵を入⼿しているものとする。 
・送信者は送信するデータを作成する。 
・作成したデータを基にハッシュ関数を使ってハッシュ値を算出する。 

ハッシュ値を送信者の個人鍵を使って暗号化する（このとき公開鍵暗号方式を使
用）。 

・②で作成したデータと④で作成した「送信者の個人鍵で暗号化したハッシュ値」
を合わせて受信者に送付する。 

・受信者は、受信データを基に送信者が使ったものと同じハッシュ関数を使ってハ
ッシュ値を算出する。 

・送信者が送ってきた「送信者の個人鍵で暗号化されたハッシュ値」を、あらかじ
め入⼿していた送信者の公開鍵で復号する。 

・⑥で算出したハッシュ値と、⑦で復号したハッシュ値とを⽐較する。両者が⼀致
すれば、「伝送経路上でデータが改ざんされていない」という点と、「送信者が正
しい」という点を確認することができる。 
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ハッシュ値を送信者の個人鍵を使って暗号化する（このとき公開鍵暗号方式を使
用）。 

・②で作成したデータと④で作成した「送信者の個人鍵で暗号化したハッシュ値」
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・受信者は、受信データを基に送信者が使ったものと同じハッシュ関数を使ってハ
ッシュ値を算出する。 

・送信者が送ってきた「送信者の個人鍵で暗号化されたハッシュ値」を、あらかじ
め入⼿していた送信者の公開鍵で復号する。 

・⑥で算出したハッシュ値と、⑦で復号したハッシュ値とを⽐較する。両者が⼀致
すれば、「伝送経路上でデータが改ざんされていない」という点と、「送信者が正
しい」という点を確認することができる。 
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【理解度チェック】 

デジタル署名の仕組みを説明してみましょう。 
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4.暗号を使った技術について知る 

◆TLS(SSL) 

SSL（Secure Sockets Layer）と TLS（Transport Layer Security）とは、インター
ネット上で通信を暗号化し、第三者による通信内容の盗み⾒や改ざんを防ぐ技術であ
る。SSL/TSL を利用すると、Web サイトから入⼒する個人情報やクレジットカード
情報などの⼤切なデータを安全にやり取りできる。 
SSL と TLS の技術的な仕組みは同じものである。SSL がバージョンアップを重ねて
「SSL3.0」となり、その次のバージョンから「TLS1.0」という名称で呼ばれるよう
になった。SSL の名称はインターネットユーザの間で広く普及しており、TLS1.0 で
あっても SSL または SSL/TLS と表記されることが多い。 
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１５１ 
 

◆SSH 

SSH（Secure Shell）とは、リモートコンピュータと通信するためのプロトコルであ
る。認証部分を含め、ネットワーク上の通信がすべて暗号化されるため、安全に通信
することができる。 
従来は、Telnet や FTP などの⼿法でリモート通信が⾏われていたが、これらはパス
ワードを暗号化されていない平文で送信してしまうため、盗聴されるリスクがあっ
た。SSH では公開鍵暗号を利用し、共通鍵を暗号化して鍵交換を⾏う。また、通信⾃
体は高速な共通鍵暗号を用いているため、速度低下を抑制している。認証の仕組みも
パスワード、公開鍵、ワンタイムパスワードなど多様化しており、適切な認証方法が
選択できる。 
⼀般に、各ネットワーク機器メーカは、セキュリティの観点から Telnet ではなく、
SSH によるアクセスを推奨している。 

  

 

１５２ 
 

◆VPN 

VPN（Virtual Private Network）とは、直訳すると「仮想専用線」である。その名の
通りで、インターネット上に仮想的な専用線を設けて、セキュリティ上の安全な経路
を使ってデータをやり取りすることができる。インターネットというパブリックネッ
トワーク上に、プライベートネットワークを構築するようなイメージである。VPN を
使用することで、データの盗聴や改ざんといった脅威から情報を守ることができる。 
VPN には、⼤きく分けて「インターネット VPN」と「IP-VPN」というものがある。 
インターネット VPN とは、⼀般のインターネット回線を用いて通信を⾏う。既存ネ
ットワークであるインターネットを使用することで、低コストでネットワークの構築
ができる。 
IP-VPN とは、⼤⼿通信事業者が用意する閉域網を利用した VPN である。閉域網を利
用するため、よりセキュリティが強固となり、情報漏洩や通信を盗聴される心配もな
い。そのため、通信速度の安定性やセキュリティ⾯ではインターネット VPN よりも
優れているといえる。 
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◆VPN 

VPN（Virtual Private Network）とは、直訳すると「仮想専用線」である。その名の
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ができる。 
IP-VPN とは、⼤⼿通信事業者が用意する閉域網を利用した VPN である。閉域網を利
用するため、よりセキュリティが強固となり、情報漏洩や通信を盗聴される心配もな
い。そのため、通信速度の安定性やセキュリティ⾯ではインターネット VPN よりも
優れているといえる。 
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【理解度チェック】 

TLS 通信における、CA、HTTPS サーバ、ブラウザのやり取りを説明してみましょ
う。 
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１５５ 
 

1.管理者がサーバ上での改ざんを検出する 

◆管理者がサーバ上での改ざんを検出する（状況把握） 

Web 改ざんとは、Web サイトのコンテンツが配置されているサーバに対して不正な
⼿段を用いて侵入し、Web サイトのコンテンツの内容を書き変えることである。 
いわゆる「いたずら目的」で Web サイトの外観を変えるようなケースは古くから多
く⾒られていた。⼀方で、業務妨害や悪意を持って情報詐取するために、システムへ
の侵入を目的としたバックドアを仕掛けたり、閲覧者にマルウェアを感染させたりす
る目的で Web サイトを改ざんするようなケースも起こりうる。このような攻撃は、
Web サイトを持つ企業であればいつでも Web 改ざんの標的になってもおかしくない
状況にあるといえる。 
Web 改ざん対策の⼀つとして、Web サーバの監視が挙げられる。⼀般に監視は、OS
上で⾏うため、異常が発生した場合にはリアルタイムで検出することができる。ただ
し、Web サーバ⾃体のリソースを使用するため、機器に過負荷の影響を及ぼすことが
あり、また共用サーバでは利用しづらいというデメリットもある。そこで、監視のた
めのさまざまなツールがあり、用途に応じて使用を検討するのがよい。 

 

１５６ 
 

◆Tripwire 

Tripwire とは、ファイル等の改ざん検知を⾏う製品のデファクトスタンダードと⾔え
る。ファイルやディレクトリの監視を⾏い、何らかの変更があった場合に通知するホ
ストベースの侵入検知機能を提供している。オープンソース版と商用版があり、オー
プンソース版は UNIX ベースの OS 対応のみである。商用版には WindowsOS に対応
した製品がそろっている。 
Tripwire の原理は、あらかじめデータベースを準備して検知対象のファイルやディレ
クトリをそのデータベースに保存しておく。その後、システム上のファイル状態をデ
ータベースと照合しながら、変更が発生していないかどうか確認していく（整合性チ
ェック）。 
ファイルの改ざんや削除、パーミッションの変更などが実施された場合、あらかじめ
登録した管理者にメール等で通知がなされる。この結果、管理者は不正な改ざんが発
生したかどうか迅速に把握することができ、原因究明やファイルリカバリなど、次の
アクションに移ることができる。 
Tripwire をインストールした後、利用するポリシーファイル名やレポート出⼒先、メ
ール通知する SMTP ホストの指定などを設定ファイルとして整える。ポリシーファイ
ルには、監査対象となるオブジェクトを指定し、それに対してどのような監査を実施
するか設定する。ポリシーファイルを作成したら、それを基にベースラインデータベ
ースを作成する。整合性チェックは、このデータベースと⽐較することで実施する。 
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あり、また共用サーバでは利用しづらいというデメリットもある。そこで、監視のた
めのさまざまなツールがあり、用途に応じて使用を検討するのがよい。 

 

１５６ 
 

◆Tripwire 

Tripwire とは、ファイル等の改ざん検知を⾏う製品のデファクトスタンダードと⾔え
る。ファイルやディレクトリの監視を⾏い、何らかの変更があった場合に通知するホ
ストベースの侵入検知機能を提供している。オープンソース版と商用版があり、オー
プンソース版は UNIX ベースの OS 対応のみである。商用版には WindowsOS に対応
した製品がそろっている。 
Tripwire の原理は、あらかじめデータベースを準備して検知対象のファイルやディレ
クトリをそのデータベースに保存しておく。その後、システム上のファイル状態をデ
ータベースと照合しながら、変更が発生していないかどうか確認していく（整合性チ
ェック）。 
ファイルの改ざんや削除、パーミッションの変更などが実施された場合、あらかじめ
登録した管理者にメール等で通知がなされる。この結果、管理者は不正な改ざんが発
生したかどうか迅速に把握することができ、原因究明やファイルリカバリなど、次の
アクションに移ることができる。 
Tripwire をインストールした後、利用するポリシーファイル名やレポート出⼒先、メ
ール通知する SMTP ホストの指定などを設定ファイルとして整える。ポリシーファイ
ルには、監査対象となるオブジェクトを指定し、それに対してどのような監査を実施
するか設定する。ポリシーファイルを作成したら、それを基にベースラインデータベ
ースを作成する。整合性チェックは、このデータベースと⽐較することで実施する。 
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１５７ 
 

【理解度チェック】 

ファイルの改ざんを検出する仕組みについて説明してみましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１５８ 
 

2.ダウンロードしたファイルが改ざんされてい

ないか利用者が確認する 

◆ダウンロードしたファイルが改ざんされていないか利用者が確認する
（状況把握） 
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【理解度チェック】 

ファイルの改ざんを検出する仕組みについて説明してみましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１５８ 
 

2.ダウンロードしたファイルが改ざんされてい

ないか利用者が確認する 

◆ダウンロードしたファイルが改ざんされていないか利用者が確認する
（状況把握） 
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１５９ 
 

Web サイト上から何らかのファイルをダウンロードするとき、ダウンロードの途中で
ファイルが壊れてしまったり、第三者によって改ざんされたりということが起こりう
る。特に何 GB もあるような⼤容量のファイルをダウンロードするような場合には、
ファイルが正常にダウンロードできないという現象が時折発生する。そういった場合
には、ファイルが正常にダウンロードできているかどうか利用者側で確認する（基の
ファイルと同⼀のファイルかどうか確かめる）必要がある。 
⼀般に、Web サイトのダウンロードリンク周辺には、「SHA1」「SHA256」「MD5」
などといった文字と共に、ランダムな文字列が記載されていることがある。これらは
ハッシュ関数といい、⼀定の⻑さの文字列を生成するための関数である。ダウンロー
ドしたファイルをハッシュ関数にて変換し、得られた値があらかじめ用意された値と
合致するかどうか確認することで、ダウンロードファイルの正当性を確認することが
できる。 

  

 

１６０ 
 

◆MD5 などのハッシュ値 

MD5 とは、ハッシュ関数の⼀つである。任意の⻑さの原文を元に、128 ビットの値
を生成する。生成された値はハッシュ値と呼ばれる。 
同じ入⼒値からは必ず同じ値が得られる。⼀方、少しでも異なる入⼒値からは全く違
う値が得られる。不可逆的な⼀方向関数を含むため、ハッシュ値から効率よく入⼒値
を割り出すことはできない。データの伝送や複製を⾏う際に、入⼒側と出⼒側でハッ
シュ値を求めて⼀致すれば、途中で改ざんや⽋落などが起こっていないことを証明す
ることができる。また、暗号や認証、デジタル署名などの要素技術として様々な場⾯
で利用されている。 

 
◆管理者権限、更新権限でのログインを確認する（原因特定） 
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◆管理者権限、更新権限でのログインを確認する（原因特定） 
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１６１ 
 

ログイン ID は、適切な利用者に適切な権限を付与して利用させるのが基本である。 
ところが、厳格な ID 管理のわずらわしさを嫌って、不用意に管理者権限の ID を付与
し、利用させるようなことも起こりうる。あるいは、業務においてデータの更新をす
る必要がまったくなく、参照のみでよいような利用者に対して更新権限のついたログ
イン ID を付与してしまうようなことも起こる。 
このような場合、悪意による不正アクセスに限らず、善意の利用者が不注意によって
図らずもデータの書き換えを⾏ってしまうようなことも起こりうる。 

 

１６２ 
 

このように、管理者権限や更新権限でのログインは、データの改ざんにおいては要注
意事案である。ログイン状況を確認する場合には、まず管理者権限や更新権限でのロ
グイン、データの更新などのログを確認する。 

◆ログイン履歴、IP アドレス 

データ改ざんの調査を⾏う場合には、対象システム、対象機器に対してのログイン履
歴を調査する。また、リモートでログインできるような場合には、どの IP アドレス
からアクセスし、ログインがなされているのかを調査することも、原因特定において
基本的な事項であるため、初期の事実確認においては決して外してはならない。 
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基本的な事項であるため、初期の事実確認においては決して外してはならない。 
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１６３ 
 

【理解度チェック】 

ファイルのハッシュ値を用いたファイルの改ざんチェックの方法について説明してみ
ましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１６４ 
 

3.サーバ、管理用端末を管理する 

◆サーバ、管理用端末を管理する（対策） 

サーバや管理用端末をはじめ、システムの各種機器におけるセキュリティを維持する
上で最も重要な作業が、各種機器の管理である。どの機器が、どこに設置され、どの
ような状態で存在するか。また、それぞれのライセンス期限がいつまでか、サポート
契約がいつまでか、EOL/EOS はいつか、などといった情報を台帳にて管理し、ライ
センス期限切れやサポート期限切れとなる前に、適切に契約更新を⾏い、あるいは別
の製品に置き換えるなど、計画的に実施する。 
また、⼀度管理台帳を作ればそれで終わりではなく、常に新たな情報を収集すること
が⼤切である。仮にシステム構築時に完璧なセキュアシステムを構築し、台帳を整備
したとしても、当該システムを利用している間に新たなバグや脆弱性が発⾒されてし
まえば、⼀転してシステム全体が脆弱な状態に置かれてしまうことにもなりかねな
い。そこで、システムで利用している OS やサービス、機器に関連する最新情報を継
続的に収集し、対象システムのアップデート情報が報告された場合には、ポリシーに
従って対応を⾏う必要がある。 
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１６５ 
 

◆修正パッチの適用 

修正パッチ（patch）とは、PC やサーバ他の機器において、ソフトウェアの⼀部を更
新してバグ修正や機能変更を⾏うためのデータである。⼀般に「修正プログラム」や
「アップデートプログラム」と呼んでいる。特にセキュリティの脆弱性不具合に⼿当
てするためのパッチを「セキュリティパッチ」と呼ぶこともある。実際に、修正パッ
チを適用する場合には、「パッチを当てる」「パッチを適用する」という。 
修正パッチは、基本的に最新のものをタイムラグなく当てていくのが好ましい。とこ
ろが、実際にはそうもいかないケースもある。 
例えば、修正パッチを適用する場合、適用後に対象の機器を再起動しなければならな
いことが多く、不用意にパッチ適用してしまうことで図らずも業務を停⽌させてしま
うことになりかねない。このような場合には、あらかじめサービス停⽌の日時を決
め、計画的にパッチ適用作業を進める必要がある。また、クライアント PC のよう
に、パッチ適用すべき機器が⼤量にあるような場合、すべての機器にパッチ適用を完
了させるのに相応の時間を要することもある。平日日中は、利用者が使用しているこ
とが多く、必然的に夜間や休日などの、利用者が使用していない時期に計画的にパッ
チ適用するということも起こりうる。 
あるいは、パッチを適用することで、従来稼働していたアプリケーションプログラム
が動かなくなってしまうような場合には、単純にパッチ適用をすることはできない、
テスト環境においてパッチ適用を⾏い、従来のアプリケーションプログラムが正しく

 

１６６ 
 

動くかどうかを確認したうえで本番環境にパッチ適用を実施していくことになる。こ
の場合にも、万が⼀パッチ当て作業中に何らか障害が発生した場合を想定し、業務時
間外に計画的に作業を⾏っていく必要がある。 
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１６７ 
 

【理解度チェック】 

Web サーバのバージョン確認から脆弱性の確認、パッチの適用履歴確認までの⼿順を
まとめてみましょう。 
 

サーバのバージョン確認 脆弱性の確認 パッチの適用履歴 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

１６８ 
 

4.脆弱性診断と適切なアカウント設定 

◆脆弱性診断の実施 

脆弱性診断とは、セキュリティ診断ともいわれ、サイバー攻撃を受けやすい各種ネッ
トワーク機器の OS やミドルウェア、Web アプリケーションなどのシステムを調査
し、攻撃の対象となる⽋陥を検出する作業、もしくはそのサービスのことである。攻
撃者は、脆弱性があるサーバを常にネットワーク上で探しまわっており、脆弱性の早
期検出とその対処は、⼤切な情報漏洩や⾃社サーバが不正に乗っ取られないようにす
るために、システム管理者にとって非常に重要な職務である。 
脆弱性とは、OS やソフトウェアなどに存在する弱点、もしくは未だ修正されていな
い⽋陥のことで、セキュリティホールと呼ばれることもある。脆弱性が発生する原因
は、Web サーバやアプリケーションの設計ミスや開発ミス、攻撃者によって故意に仕
掛けられたもの、脆弱性が発⾒され危険性が指摘されているものの修正しないで使い
続けているような場合、そして情報管理の方法や管理体制の不備などがある。 
脆弱性診断の方法は、⼤きく２つに分けることができる。 
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脆弱性とは、OS やソフトウェアなどに存在する弱点、もしくは未だ修正されていな
い⽋陥のことで、セキュリティホールと呼ばれることもある。脆弱性が発生する原因
は、Web サーバやアプリケーションの設計ミスや開発ミス、攻撃者によって故意に仕
掛けられたもの、脆弱性が発⾒され危険性が指摘されているものの修正しないで使い
続けているような場合、そして情報管理の方法や管理体制の不備などがある。 
脆弱性診断の方法は、⼤きく２つに分けることができる。 
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１６９ 
 

◆脆弱性診断の分類 

・Web アプリケーション診断 

構築されている Web サイトのアプリケーションを中心に脆弱性がないかどうか、実
際に攻撃者の攻撃⼿法を使ってセキュリティの安全性を調べる。ユーザや顧客ニーズ
が多様化するにつれ Web アプリケーションも複雑化してきており、Web アプリケー
ション診断の必要性は高まっている。 

・プラットフォーム診断 

サーバやネットワーク機器の脆弱性を、ネットワークの外側と内側から診断する。プ
ラットフォーム診断には、外部からインターネット経由でサーバの脆弱性やアクセス
制限が適切かを診断するリモート診断と、内部のネットワーク経由でネットワークに
接続されている機器の、社内での脅威に対する脆弱性を診断するオンサイト診断とが
ある。 

 

１７０ 
 

◆適切なアカウント設定 

極めて当たり前のことであるが、適切なアカウント設定、適切な権限付与、適切な運
営がセキュリティ維持の基本である。ただし、日々多くの利用者が利用し、新たな脅
威が次々と出てきているような状況において、アカウント設定が適切であるからとい
ってセキュリティ上万全かというとその保証はない。定期的に脆弱性診断を受け、新
たな弱点が発⾒されるたびに迅速に保守し、以下のような対策を施し強化を維持して
いく必要がある。 
・脆弱性診断を定期的に⾏う 
・最新のソフトウェアに更新する 
・セキュリティポリシーに則った安全なパスワード設定を⾏う 
・アプリやブラウザの不要な拡張機能を削除する 
・不要なメールやリクエストをブロックする 
・不適切なサイトにアクセスできないようにする 
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・不適切なサイトにアクセスできないようにする 

  

169

4-2.indd   169 2020/01/31   18:40



 

１７１ 
 

【理解度チェック】 

脆弱性診断のポイントをあげてみましょう。 
 

ポイント 診断箇所 脆弱性の判断基準 
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１７３ 
 

1.情報の流出を調べる 

◆ディスクなどに残った痕跡を調べる（状況把握） 

  

 

１７４ 
 

サーバや各種機器が不正アクセスを受け、侵入されるようなケースは、ここ最近増加
傾向にある。とあるセキュリティベンダが調査したケースでも、Web 経由での不正ア
クセスが数多く報告されており、事実上完全に封じ込めることは不可能な状態であ
る。そうなると、不正アクセスを防ぐ工夫を続けると同時に、万⼀不正アクセスを受
けた場合に、いかに素早く感知し、次の⾏動を開始できるかという点が⼤変重要にな
ってくる。実は、情報漏洩の事例の⼤半において、Web サーバのログに明確な痕跡が
残っていると報告がなされている。つまり、適切かつ迅速にログを確認できれば、情
報漏洩を早期に発⾒でき、被害を最⼩限のとどめることが可能である。 
そして、そのようなシーンで⼤切なのがデジタルフォレンジックである。 

◆フォレンジック 

フォレンジックとは、もともとは犯罪捜査における分析、鑑識を意味する。ここから
転じて、情報セキュリティの分野において、コンピュータなどの機器における記憶媒
体に保存されている文書ファイルやアクセスログなどから犯罪捜査に資する法的証拠
を探し出すことを指すようになった。ひとことでいうと、コンピュータやデジタルの
世界で法的証拠に関わる法科学の⼀分野ともいえる。つまり「法」を前提、あるいは
由来としている点がフォレンジックの重要なポイントである。 
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を探し出すことを指すようになった。ひとことでいうと、コンピュータやデジタルの
世界で法的証拠に関わる法科学の⼀分野ともいえる。つまり「法」を前提、あるいは
由来としている点がフォレンジックの重要なポイントである。 
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１７５ 
 

フォレンジックの⼿順としては、証拠保全、データ解析、関連情報の抽出、報告、と
いった⼀連の流れで⾏われるのが⼀般的である。この中でも最も重要となるのが「証
拠保全」である。適切に証拠が確保できなければ、その後のプロセスでいかに精度を
上げようとしても限界がある。そして、「証拠保全」においては初期対応者、すなわ
ちファーストレスポンダの挙動が重要となる。 
対象物の特定とその保全まで、ファーストレスポンダに頼るケースが多い。⼀方で、

 

１７６ 
 

ファーストレスポンダには専門家としての高い技量は望めない。そこで⼤切なのが、
事前のルール作り、マニュアルの整備となる。また、ツール類を導入し、その使用方
法を日ごろから訓練しておくことも⼤切である。 
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ファーストレスポンダには専門家としての高い技量は望めない。そこで⼤切なのが、
事前のルール作り、マニュアルの整備となる。また、ツール類を導入し、その使用方
法を日ごろから訓練しておくことも⼤切である。 
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１７７ 
 

【理解度チェック】 

ファーストレスポンダが⾏うべき 4 つの⾏動を、⼿順に沿って説明してみましょう。 
 

⼿順 ⾏動内容 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

１７８ 
 

2.情報の流出を調べる 

◆USB での持ち出し、プリンタでの印刷を調べる（状況把握） 

USB メモリは非常に⼿軽で便利なデバイスである。しかも安価で入⼿しやすい。た
だ、⼿軽に利用できるがゆえに紛失や盗難といった事故も発生しやすく、企業や組織
で使う場合には⼗分なセキュリティ対策が必要となる。 
万が⼀ USB メモリの紛失や盗難に遭遇した場合を想定し、あらかじめ USB メモリに
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１７９ 
 

記録するデータに暗号化を施すなどのセキュリティ機能を設定する。この結果、第三
者に USB メモリが渡っても情報流出のリスクを軽減することにつながる。USB メモ
リに対してセキュリティを設定する方法として、以下の方法がある。 

・USB メモリに記録するデータにパスワードをかける 
・セキュリティ機能付き USB メモリを使う 

本質的には、USB メモリ⾃体の管理を確実に⾏うことが必要となる。日々の利用の中
でパスワード保護機能のついた USB メモリ⾃体を紛失しないこと、あるいはそのパ
スワードを紛失しないことが重要である。さらに企業や組織において、USB メモリ⾃
体の運用ルールを設けることも対策の⼀つとなる。合わせて、USB メモリを利用する
従業員にセキュリティに対する危機意識を持たせることも必要となる。 
USB メモリでデータを持ち出す以外にも、紙に印刷された情報がそのまま外部に持ち
出されて情報漏洩することもある。プリントアウトされた情報は USB メモリやディ
スク等に⽐べて情報量が限られており、⼀度に⼤量に情報漏洩するものでもない。そ
れゆえに、情報が印刷された紙は安易に扱われやすい。仮にその紙に重要データが印
刷されていたら、重⼤な情報漏洩となってしまう。したがって、プリンタ出⼒される
情報において⼗分に管理を施す必要がある。具体的に以下のような方法を使って管理
を⾏う。 

・プリンタ上に誰が何を印刷したのかログを取得する 
・プリンタで印刷する際にはパスワードをつけて印刷指示を出し、パスワードを
入⼒しなければ印刷できないようにする 
・プリントアウトされた紙⾯に、誰が印刷したのかわかる ID 番号などを印字す
る 

以上のような⼿段を施すことで無駄なプリントアウトを防ぐとともに、万が⼀情報漏
洩した場合にも誰がプリントアウトしたものか後から追跡できるようにしておく。ま
たこのような措置を取っていることを企業や組織内に通達しておくことで、社員に紙
に印刷された情報の管理意識を高めさせ、情報漏洩を未然に防⽌するけん制にもな
る。 

 

１８０ 
 

◆資産管理ツール 

「IT 資産管理ツール」とは、PC やタブレット、スマホ、サーバ、またネットワーク
を構成する機器、プリンタや電話機といったオフィス機器までを含む各種ハードウェ
アや、OS やアプリケーションなどのソフトウェア、及びそれらのライセンスなど、
IT にかかわる資産全てを管理するためのツールである。その中でも、セキュリティ管
理においては「ハードウェア管理」、「ソフトウェア管理」、「ライセンス管理」がより
重要となる。セキュリティ管理の観点から⾔うと、まずは各機器やソフトウェア等が
実際に存在しているかどうか確認を⾏うことが重要である。資産管理ツールに基づ
き、定期的な棚卸を⾏って機器やソフトウェア等が⾏方不明になっていないかどう
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１８１ 
 

か、あるいは有効期限の切れそうな（あるいはすでに切れてしまった）ライセンス等
がないかどうかを、資産管理ツールを用いて確認していく。 

  

 

１８２ 
 

【理解度チェック】 

物理的な⼿段による情報流出経路をあげてみましょう。 
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１８３ 
 

3.情報の流出を調べる 

◆メールでの流出を調べる（状況把握） 

 

１８４ 
 

企業や組織において、情報漏洩の⼤きな要因の⼀つに、従業員がメールを送る相⼿を
間違えて全く関係の無い第三者に企業の内部情報などを誤送信してしまうことがあ
る。こうした誤送信による情報漏洩を未然にふせぐために、まずは従業員の危機意識
を高めるセキュリティ教育を充実させると共に、システムの運用⾯からの予防策を取
らなければならない。ただし、どのように緻密に注意を払ったとしても、メールの誤
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１８５ 
 

送信は完全に撲滅させることはできない。そこで、特に外部向けのメール送信のルー
ルとして、添付ファイルを暗号化する、上司承認後に送信するなどの機能を設けてい
る企業や組織も多い。さらに誤送信リスクを⾃動的に判別するようなツールを導入検
討している企業も出てきている。 
こういった未然防⽌策の実施と並⾏して、それでも情報漏洩した場合には、いかに迅
速に、いつ誰が誰にどのような情報を流出させたのか、正確に事実を把握できるよう
な仕組みづくりが重要となってくる。 

◆メールで使用するプロトコル 

以下の 3 つのプロトコルが基本となる。 

・SMTP︓メールを相⼿のメールサーバまで届ける仕組み 
・IMAP︓受信の⼿順（クライアントに取り込んだあとサーバにメールが残る） 
・POP3︓受信の⼿順（クライアントに取り込んだあとサーバにメールが残らな
い） 

◆メール監視ツール 

メール送信による情報漏洩をけん制し、万が⼀漏洩が発生した場合にはすぐに特定で
きるようにしておくのがメール監視ツールの役割である。 
以下に挙げる項目をログ化し、情報の持ち出しなどを管理する。 

・件名 
・本文 
・送信日時 

 

１８６ 
 

・送信元メールアドレス 
・送信先メールアドレス 
・添付ファイル名 
・添付ファイルの実体 
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【理解度チェック】 

メールによる情報流出のリスクについて具体的に説明してみましょう。 
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１９０ 
 

1.メールでの流出を調べる（状況把握） 

◆情報資産について知る（設計） 

「情報資産」とは︖ 
企業活動に必要な経営資源を⼀般に「人・物・⾦」と⾔われる。この三つの資源に続
く第四の経営資源に「情報」が位置づけられる。 
現代の企業活動は、主にこの「情報」によって企画され管理されている。例えば、お
客様に関する情報、マーケットなどその企業を取り巻くさまざまな環境の情報、取引
先の情報、生産管理の情報などなど、第四の資源である「情報」を的確に取り扱うこ
とで、これまでの三つの資源が制御され、正しい経営が⾏われていく。「情報」は、
今後ますます企業経営の根幹を成す経営資源となっていく。その重要性がさらに増し
ていくという認識が必要となる。 
「情報資産」とは、具体的に以下のようなものが挙げられる。 

・ソフトウェア資産（OS、各種アプリケーションソフトウェア） 
・人的資産（情報を取り扱うことのできる人材、経験、資格） 
・サービス（通信サービス、利用料サービス、業務代⾏） 
・物理的資産（パソコン、スマホ、タブレット、サーバ、通信機器） 

 

１９１ 
 

・（狭義の意味での）情報資産（ファイル、データベース、契約書や申込書など
の書類） 
・その他（組織や人に対する評価、イメージ、クチコミ） 

◆脅威(人的脅威、技術的脅威、物理的脅威) 

「情報資産」に対して、何らか悪影響を及ぼすような要因を「脅威」という。「脅
威」は、⼤きく以下の三つに分類される。 

・人的脅威 

 人により発生する脅威。人的脅威はさらに二つに分類される。まず「意図的脅
威」。機密情報を不正に持ち出す、情報を盗み⾒る、コンピュータなどを使わず
に情報を詐取するソーシャルエンジニアリングなどがある。もう１つは「偶発的
脅威」。パソコンや USB メモリなどの紛失、メール誤送信などにより意図せざる
形で機密情報が洩れる場合もある。 
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１９２ 
 

・技術的脅威 

 主に、悪意を持った攻撃者から、技術的な方法をもって情報を奪われる脅威。
不正アクセス、ネットワーク上での盗聴、通信改ざん、コンピュータ機器の不具
合（脆弱性）を狙ったものもある。 

・物理的脅威 

 情報資産の破壊などによって発生する脅威。意図的かどうかは問わず、コンピ
ュータやネットワーク機器の破壊、窃盗などがある。また地震、水害、火災など
による災害、伝染性を持つ病気によるパンデミックなどによる環境的要因を根源
とする物理的脅威も存在する。 

  

 

１９３ 
 

【理解度チェック】 

脅威、脆弱性、リスク、管理策の関係を説明してみましょう。 
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１９４ 
 

2.組織のセキュリティをマネジメントする 

◆物理的対策、技術的対策、管理的対策 

  

 

１９５ 
 

情報セキュリティの物理的対策とは、何らかの物体をもって物理的に障壁を作るよう
なセキュリティ対策を指す。具体的には、フェンスやフラッパーゲートの設置、ワイ
ヤロックの使用、物理的な錠の設置などが挙げられる。 
情報セキュリティの技術的対策とは、技術を使用することによって⾏うセキュリティ
対策を指す。セキュリティベンダなどが提供するサービスのほとんどがこのカテゴリ
に入り、具体的には、ファイル暗号化、本人認証、ファイヤウォール、IPS/IDS、サ
ンドボックスなどが挙げられる。 
情報セキュリティの管理的対策とは、組織や組織に所属する人を管理することで⾏う
セキュリティ対策全般を指す。物理的対策や技術的対策では対応できないようなリス
クに対して対応される。具体的には、セキュリティポリシーの策定、セキュリティ訓
練などが該当する。 
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１９６ 
 

◆リスクマネジメント、リスクアセスメント 

  

 

１９７ 
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１９６ 
 

◆リスクマネジメント、リスクアセスメント 

  

 

１９７ 
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１９８ 
 

「リスクマネジメント」とは、企業や組織の業務や情報システムに内在するリスクを
分析し、評価し、適切な処置を施すこと。損失の発生の可能性を最⼩限にとどめるた
めに⾏われる⼀連の活動。いくつかのプロセスを繰り返し継続的に実⾏することで効
果を発揮する。 
「リスクアセスメント」とは、企業や組織が保有する情報資産について、現時点と将
来にわたってどのようなリスクが存在しているか、調査し、洗い出しを⾏い、その影
響度を評価し、リスクへの対応を決める⼀連の作業をいう。 
リスクアセスメントは、主に以下のような流れで実施する。 

管理すべき情報資産の洗い出し 
洗い出した情報資産に対するリスクの評価と分析 
特定したリスクの評価（発生頻度、影響度） 

リスクアセスメントで得た結果に基づき、リスクへの対応を⾏うことになる。 
まず、そのリスクが許容できるものかどうか判断する。許容できるものであれば、そ
のままそのリスクを受容する。許容できないものであれば、リスクを低減する、リス
クを移転する、リスクを回避する、のいずれかの対応を施していく。 

リスクの受容︓リスクの発生頻度低い、リスクの影響度低い 
リスクの低減︓リスクの発生頻度高い、リスクの影響度低い 
リスクの移転︓リスクの発生頻度低い、リスクの影響度高い 
リスクの回避︓リスクの発生頻度高い、リスクの影響度高い 

以上のように、「リスクマネジメント」はリスク分析から実際に対処するところまで
の⼀連のプロセスを指すのに対し、「リスクアセスメント」はリスクのアセスメン
ト、つまり「評価」するまでを指す。「リスクアセスメント」を⾏うことで、組織や
システムに内在するリスクの⼤きさや影響度を知ることができる。その結果、より効
果的なセキュリティ対策プランを導くことが可能となる。限られた予算の範囲内で最
⼤限の対策効果を得るために、「リスクマネジメント」の中の「リスクアセスメン
ト」が重要な役割を果たすこととなる。 
  

 

１９９ 
 

【理解度チェック】 

リスクを減らすための方法について、いくつか説明してみましょう。 
 

No. リスクを減らすための方法 
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２００ 
 

3.組織のセキュリティをマネジメントする 

◆セキュリティ管理のルールを決める（開発） 

セキュリティ要件は、システム構築時点でしっかりと作り込んでおかなければならな
い。「セキュリティ対策はサービスリリース後、しっかりした運用で実現していく」
と考える向きもあるかもしれないが、実はすでに⼿遅れであることが多い。」 
そのためには、システム構築の標準ルールの中に、セキュリティ対策に関する事項を
盛り込んでおき、実際のシステム構築において順守させるようにしなければならな
い。具体的には、システム構築の各フェーズにおいて、以下のような項目をルールの
中に織り込んでいく。 

・要件定義︓セキュリティ要件定義書の作成、システム構築時に順守すべき各種
ルールとの整合性確認。 
・設計︓要件定義書にのっとってセキュリティ設計の実施、セキュリティ機能の
具体化、セキュリティ管理機能の設計、セキュリティ仕様書の作成 
・実装︓セキュリティ要件とシステム構築ルールとの整合性確認、開発工程への
セキュリティの検証と妥当性確認の組込み、セキュリティの専門家による検証と
妥当性確認、セキュリティベンダを利用した検証と妥当性確認、セキュリティツ
ールを利用した検証と妥当性確認 

 

２０１ 
 

・テスト︓セキュリティに関するレビューの実施、セキュリティテストの項目確
認、セキュリティテストの実施記録 
・運用︓運用ガイダンスにおけるセキュリティの考慮、導入⼿順におけるセキュ
リティの考慮、移⾏計画・移⾏⼿順におけるセキュリティの考慮 

◆ISMS, 情報セキュリティポリシー 
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２０２ 
 

「ISMS（Information Security Management System）」とは、国際的な情報セキ
ュリティ規格（ISO/IEC27000）で定められている基準を満たしているかどうか認証
する仕組みである。 
ISO/IEC27000 は、日本では JISQ27000 シリーズとして翻訳され使用されている。
日本国内では、まず情報マネジメント推進センター（JIPDEC）が認定機関となり認証
機関を審査・認定する。ISMS 評価を希望する組織は、JIPDEC が認定した認証機関に

 

２０３ 
 

申請を⾏い、審査・認証を受ける。 
「情報セキュリティポリシー」とは、情報セキュリティに関する企業や組織の基本的
な考え方を示したもの。この「情報セキュリティポリシー」が制定されていない企業
では、情報セキュリティに関する⾏動指針や有事の際の対応方針、対策などが統⼀さ
れず、適切な管理ができない。組織に所属するメンバー全員が的確に実⾏するため
に、共通ルールとして「文書化」する必要がある。また、「情報セキュリティポリシ
ー」は⼀度制定すれば良いものではなく、技術の進歩や攻撃⼿法、犯罪⼿⼝の進化な
ど、組織を取り巻く環境の変化に合わせていかなければならない。常に最新のリスク
に対応するためにポリシー⾃体も⾒直す必要があり、修正を常に繰り返していくこと
そのものが管理の主旨でもある。 
「セキュリティポリシー」は、⼀般的には、「基本方針」「対策基準」「実施⼿順」の
三層で構成される。 

・基本方針︓情報セキュリティに対する基本的な考え方 
・対策基準︓統⼀的に対策するために実施すべきこと 
・実施⼿順︓対策基準の内容を実⾏するための具体的な⼿順 
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２０４ 
 

【理解度チェック】 

ISMS 認証で要求される事項のうち、JIS Q 27000,27001,27002 の概略を説明して
みましょう。 
 

 概略 

JIS Q 27000 
 
 

JIS Q 27001 
 
 

JIS Q 27002 
 
 

 

２０５ 
 

4.組織のセキュリティをマネジメントする 

◆システム監査 
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２０６ 
 

「システム監査」とは、企業や組織の目的に沿って情報システムが構築され、利用、
運営されているかどうかを、独⽴した第三者（システム監査人）が評価を⾏い、評価
結果をその企業の経営者や組織の管理者、内外の関係者に報告を⾏うような⼀連の活

 

２０７ 
 

動のことを指す。「システム監査」を⾏うことで、その情報システムの安全性や信頼
性、効率性についての課題や懸念点などを把握することができる。また、経営者や責
任者に適切に報告されることで、その情報システムに対する投資やシステム構築・運
営にかかる外部の委託先選定、現状の運営状況の適切性などが認識されることにな
り、その後の改善やリスクマネジメント、意思決定などに役⽴てることが可能とな
る。 
「情報セキュリティ監査」とは、情報資産に対する情報セキュリティマネジメントが
効果的に実施されているかどうかを評価し、判断することである。情報セキュリティ
に関するリスクマネジメントが効果的に実施されているかどうか、リスクアセスメン
トに基づく適切なコントロールの整備ができているかどうかなど、独⽴した第三者
（情報セキュリティ監査人）が専門的な⽴場から、国際的にも整合性の取れた基準に
のっとって検証、評価し、また保証を与え助⾔するような⼀連の活動を指す。 
「システム監査」と「情報セキュリティ監査」は、それぞれ主旨と観点が異なってお
り、どちらかがどちらかを内包しているとかいうものではない。例えば、「システム
監査」において、情報セキュリティ確保の観点からの監査項目を加える場合には、あ
らかじめ定められた「情報セキュリティ管理基準」を活用して、監査を実施すること
となる。 

◆委託先管理 

⾃社内だけで業務を遂⾏できない場合には、外部業者に業務を委託して実⾏すること
がある。この場合、委託先の外部業者においても、⾃社と同レベルの管理がなされて
いることが求められる。すなわち、委託先が適切かどうか管理していかなければなら
ない。 
委託先管理を⾏う場合には、契約する段階において「契約時チェック」と委託開始
後、毎年継続的に⾏う「委託継続チェック」とを⾏う必要がある。双方ともチェック
項目はほぼ同じで、以下の項目について確認していく。 

・委託する業務に関する実績、能⼒ 
・企業としての安定性、組織体制 
・取引実績 
・委託費用が他社と⽐べてどうか（高すぎないか安いすぎないか） 
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・情報セキュリティに対する取組み（情報セキュリティポリシーなど）の状況 
・個人情報等に関する安全管理の仕組みの状況 

◆運用体制を構築する（運用） 

「インシデント」とは、「人為的な要因で発生する、意図的、偶発的な情報セキュリ
ティにかかわる事象のこと」と定義されている。この定義に基づき、インシデントと
すべき事象が具体的にどのようなものなのか、⾃⾝の組織に落とし込んでいくことが
運用体制構築の第⼀歩となる。⾃⾝の組織におけるインシデントとは何かが明確にな
ったならば、それぞれのインシデントが発生した場合、どのような被害が生じると予
想されるのかといったリスク分析を⾏う。以下、インシデントに対する管理⼿順を上
げておく。 

対応すべきリスクの優先づけ 

インシデントが発生した際に参照できるマニュアルの整備 
インシデントを検知する機器の導入、調査できる仕組みの構築 
インシデントレスポンスチームの組成 
社内外関係者とのインシデント発生時における連絡体制確⽴ 
全社、全組織でのインシデント発生時の対応訓練 
検知⇒確認⇒抑制⇒調査⇒復旧⇒フォローアップ 

  

 

２０９ 
 

【理解度チェック】 

システム監査について、助⾔型監査と保証型監査の特徴を説明してみましょう。 
 

 特徴 

助⾔型監査 
 
 
 

保証型監査 
 
 
 

 
インシデント対応の準備として必要な項目を説明してみましょう。 
 

No. インシデント対応の準備として必要な項目 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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２１０ 
 

5.組織のセキュリティをマネジメントする 

◆インシデント管理(CSIRT) 

  

 

２１１ 
 

「CSIRT（Computer Security Incident Response Team）」とは、サイバー攻撃に
よる被害の増加に伴い、コンピュータセキュリティインシデントに対応するための社
内専門チームのこと。 
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２１２ 
 

また、「コンピュータセキュリティインシデント」とは、情報システムの運用におけ
るセキュリティ上の問題として捉えられる事象全体のことを指し、「コンピュータセ
キュリティインシデント」の例としては、情報流出、フィッシングサイト、不正侵
入、マルウエア感染、Web 改ざん、DoS(DDoS)などを挙げることができる。 
CSIRT は社内のセキュリティトラブルやシステムトラブルに対応する役割を担う。組
織内外からのセキュリティに関する通報を受け、インシデントの分析を⾏い、対応の
優先順位を判断し、インシデント対応や対応要員の後方支援を⾏う。必要に応じて、
セキュリティベンダや警察と連携を図ることもある。 
組織が保有すべき CSIRT の役割とその業務内容は主に以下の通り（適宜外部人材を
登用することも併せて考える）。 

1.情報共有 

社外 PoC︓JPCERT、警察、監督官庁等との情報連携 
社内 PoC︓法務、渉外、IT 部門、広報等、社内各部との連携 
リーガルアドバイザー︓コンプライアンス、法的内容とシステム間の翻訳 
ノーティフィケーション担当︓核関連部署との連絡ハブ、情報発信 

2.情報収集・分析 

リサーチャー︓定例業務、インシデント情報収集、国際情勢把握、各種分析 
脆弱性診断士︓OS ネットワーク、セキュアプログラミングの検査、診断、評価 
セルフアセスメント担当︓平時のリスクアセスメント、有事の脆弱性分析・調査 
ソリューションアナリスト︓ソリューションマップ作製、FitGap 分析、リスク評
価 

3.インシデント対応 

コマンダー︓CSIRT 全体統括、意思決定、経営層との情報連携 
インシデントマネージャー︓インシデント対応状況の把握、コマンダーへの報告 
インシデントハンドラー︓インシデントの現場監督、セキュリティベンダとの連
携 
インベスティゲーター︓⾃組織内内偵 
トリアージ担当︓事象に対する優先順位の決定 
フォレンジック担当︓証拠保全、システム的鑑識、⾜跡追跡、マルウエア解析 

4.⾃組織内教育 

教育啓発担当︓⾃組織のリテラシー教育 
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1.更新プログラムを適用する 

◆更新プログラムを適用する 
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通常、どのようなプログラムも完璧ではなく、常に何らかの問題が存在している。こ
の問題のことを、「バグ」と呼んでいる。ソフトウェアの開発者は、この「バグ」が
⼀定数発生するのは当たり前という前提で作っており、それゆえに頻繁にソフトウェ
アのアップデートを⾏うことになる。これは基本ソフトと呼ばれる OS でも例外では
ない。OS をはじめとするソフトウェアは常に最新の状態にしておく必要がある。し
たがって、例えば Microsoft 社の Windows においては、定期的に Windows Update
で更新プログラムを公開し、対処するようにしている。 
Windows Update で更新プログラムを実施するためには、まず対象の機器がインター
ネットに接続されていることが条件となる。Windows Update の更新プログラムは、
通常、毎月 1 回実施される。ただし、例えば緊急で実施しなければならない脆弱性対
応やマルウェア対策などの場合は、例外として毎月 1 回の定期的な更新以外に実施さ
れることがある。 
Windows Update の更新プログラムには「⾃動」と「⼿動」の２種類があり、運用す
る人が選択することができる。通常、「⾃動」と設定し更新プログラムを適用する場
合が多いが、「⼿動」で⾏うケースも現実に多々発生している。 
その背景には、 
１）最新の Windows Update の更新プログラムを適用すると、これまでのパソコン
の設定や利用しているアプリケーションソフトウェアに不具合が生じる恐れがある 
２）スペックの低いパソコンにおいて、Windows Update の更新プログラムが⾏われ
ることでパソコンの動きが重くなってしまい、そのときに実施していた作業に支障を
きたす といった理由があげられるが、それぞれの運用時には以下の点に留意する必
要がある。 
１）のケースが想定される場合には、既存の PC や動作環境において最新の Windows 
Update 更新プログラムの適用が問題ないかどうか、事前に確認した後で適用を⾏う
必要がある。特に複数台の PC に適用するような場合には、まず 1 台だけ適用して動
作に問題がないかどうかテストを⾏うなどの対応が必要となる。 
２）のケースが想定される場合には、Windows Update 更新プログラムの適用タイミ
ングを考慮する必要がある。例えば、平日の昼間時間帯に PC の使用頻度が高い場合
には、その時間帯は避けて夜間や休日に適用するなどの対応が必要である。 
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◆WSUS 

 
WSUS（Windows Server Update Services）とは、Microsoft 社が企業や組織など
のシステム管理者向けに提供されるソフトウェアサービスのことである。システム管
理者は WSUS を用いて、管理下にある PC に対して Windows Update 更新プログラ
ムを配信し適用する。 
このサービスを利用するためには、まず WSUS を導入したサーバを社内に設置し、
管理下の PC に WSUS を経由して Windows Update 更新プログラムを適用できるよ
う設定する。この設定を持って、システム管理者は更新プログラムを適用前にテスト
して問題ないことを確認したり、不都合な更新プログラムの配信を抑⽌したりするこ
とができる。また、各 PC に対して、いつどのタイミングで配信し適用するかを指定
することができる。また、管理下の PC をいくつかのグループに分け、それぞれグル
ープごとに適用するプログラムを選択し、また PC ごとの適用状況を把握してレポー
トを作成するような、管理機能が提供されている。 
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【理解度チェック】 

Windows Update と WSUS の違いについて説明できること。 
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2.パソコン以外の機器でのセキュリティ 

◆さまざまな情報機器に対する日々の運用対策 

IT 化が社会の常識になっていくとともに、個人情報漏洩やマルウェア侵入、不正アク
セスといったさまざまな脅威が私たちの周りに潜んでいる。このようなセキュリティ
の脅威は、PC やサーバに限ったものではない。今後、すべての機器にインターネッ
トが接続されるような世の中において、どのようなセキュリティ対策を考えておかな
ければならないのか、企業や組織において非常に重要な事項である 

  

 

２１９ 
 

◇無線 Wi-Fi ルータ 

ルータとは、会社や組織などの社内ネットワークと、それとは異なるインターネット
（外部）を接続してデータのやり取りを⾏う機器である。つまり、ネットワークの外
部と内部の境界上に設置される機器であり、外部からの攻撃やマルウェアの侵入、ま
た内部からの重要情報の流出も必ずこのルータを経由して⾏われることになる。した
がって、ルータが脆弱性を抱えている場合には、その企業や組織の情報システム全体
が⼤きなリスクに晒されているということに他ならない。さらに無線 Wi-Fi ルータの
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場合には、無線が届く範囲であれば利用できるために⾃社以外で利用されていても気
づきにくいというリスクがある。 
無線 Wi-Fi ルータのセキュリティに関しては、以下の点を意識してセキュリティ強化
を図る。 

・ルータの設定画⾯を確認し、適切なセキュリティ設定がなされているかどうか
確認する 
・ファームウェアを最新のバージョンにアップデートする 
・ルータのログイン ID とパスワードをメーカー出荷時の初期値から変更する 
・暗号化は WPA2 を使う 
・必要に応じて MAC フィルタリングを検討する 
・通常利用しないサービスは無効にしておく、ルータのクラウド機能もオフにし
ておく 
・社内利用用と来客用で Wi-Fi ネットワークを切り分けておく 

◆複合機 

  

 

２２１ 
 

複合機は⼀般にどのオフィスにも設置されており、情報セキュリティ上の盲点になる
ことが多いだけにその運用には注意が必要である。 
まず、インターネットに接続された複合機は、外部の悪意を持った人間によってイン
ターネット経由でアクセスされてしまう可能性を持つ。また、複合機は社内のネット
ワークを通じて PC やサーバと機密情報のやり取りをしているため、外部の悪意を持
った人間が複合機に対して不正にアクセスを⾏い、社内の情報を盗聴・改ざんする恐
れもある。こういった脅威に対するリスクを軽減するためにも、ネットワークでやり
取りする通信を暗号化するとともにユーザ管理を⾏い、さらに情報へのフィルタリン
グをかけるなどの対応を⾏う。 
さらに、内部の悪意を持った人間への備えも重要となる。オフィスに設置された複合
機は操作パネルからの不正操作で情報漏洩につながるケースがある。複合機のユーザ
認証機能を使用し、アクセス権をユーザ毎に正しく設定することで、権限のない人間
が該当する情報や機能にアクセスできないように管理・運用する。 
最後に、複合機のトレイに出⼒され放置された紙を持ち去られたり、盗み⾒されたり
して情報漏洩に繋がってしまうことがある。この点についても、ユーザ認証や機密印
刷機能で必要な情報だけ出⼒し、紙をトレイに放置しないことを徹底するなどの対応
を⾏う。 
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を⾏う。 
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◆IoT 機器 

すべてのモノがインターネットに接続され利用されるような環境において、それぞれ
のモノを安全に活用するためには、従来のセキュリティ対策に加えて IoT の特性を考
慮したセキュリティ対策が必要となる。 
・ハードウェアリソースに制約のあるデバイスへの対応 
・インターネットプロトコルではない、デバイス特有のネットワーク接続方式への対
応 
・IT やセキュリティなどの専門スキルを必要としない、分散配置されたエッジやデバ
イスの容易な運用・管理 
・デバイスへのサイバー攻撃に起因する実社会への広範囲かつ多⼤な影響の防⽌ 
これらは、サーバ側だけでの対処では済まない問題が多く、デバイスやエッジレイヤ

 

２２３ 
 

でのセキュリティ対策が求められる。現時点でもセキュリティ対策の研究は進んでお
り、これら IoT 機器を利用する場合には専門家と最新のセキュリティについて指導を
受けながら適用していく必要がある。 
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【理解度チェック】 

情報機器の 3 つあげ、その機器の脆弱性と管理策を説明してみましょう。 
 

機器名 脆弱性 管理策 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

２２５ 
 

3.ウイルス対策ソフトを導入する 

◆ウイルス対策ソフトとは 
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２２６ 
 

ウイルス対策ソフトとは、アンチウイルスソフトともいわれ、インターネットに接続
された PC などの機器を脅威から守るアプリケーションソフトウェアの総称である。
⼀般に、PC 個々にインストールする方法がとられるが、企業や組織によっては膨⼤
な数の PC にインストールを⾏う必要があり、運用管理の負荷が⼤きい。したがっ
て、個々の PC ではなくルータやファイアウォールなど⾃社ネットワーク上のゲート
ウェイ機器にウイルス対策機能を持たせるような方法を取る場合もある。 
通常、ウイルスの発⾒は、ウイルス判定用の定義ファイル（パターンファイル）とウ
イルスを⽐較して検知を⾏い発⾒する。なお、新しいウイルスは日々生まれ出てきて
おり、発生に応じる形で定義ファイルも日々更新される。したがって、定義ファイル
の更新を怠るとウイルス対策は実質的に機能できなくなり、システム全体のセキュリ
ティが脅威にさらされることとなる。 

◆最新のウイルス対策の状況 

ウイルス対策ソフトの定義ファイルでは、まったく未知のウイルスに対して効果を発
揮できないことがある。そこで常時 PC 上で動作するプログラムの動きを監視し、怪
しい動きをするプログラムがないかどうか確認しながらウイルス判定を⾏う「ヒュー
リスティック機能」がウイルス対策ソフトとして提供されるようになった。 
これら次世代ウイルス対策ソフト（NGAV︓Next Generation Anti Virus）では、こ
れまで当たり前に⾏われていたパターンファイルの配布やウイルスの定期スキャンを

 

２２７ 
 

⾏わずに、よりレベルの高いウイルス検知ができるようになった。 
NCAV では、AI を活用したマルウェア判定方法や、振る舞い検知などの仕組みで機能
させるようになる。パターンファイルは持たず、マルウェア特有の挙動を検知するた
めにマルウェアが動いたタイミングで動作を⽌めるようにしている。 
不審なファイルが電子メールに添付されて到着するようなケースがある。開いてみな
いとわからないものは実際に開いてみるという発想で考案されたのが「サンドボック
ス」という⼿法である。PC の中に、仮想的に限定的な環境（サンドボックス）を用
意し、その環境の中で実際にファイルを開いてみてその挙動を確認するといった⼿法
である。もしも開いたファイルがマルウェアであったとしても、限定的な環境の中な
ので PC やサーバには影響がない。 
その他、セキュリティベンダー各社が全世界の利用者と連携して、クラウドでつなげ
て攻撃者の情報を共有するなど、これまでにない新たな対策が実現している。 
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【理解度チェック】 

個人向けと企業向けのウイルス対策ソフトの違いとその理由を説明してみましょう。 
 

個人向けと企業向けウイルス対策ソフトの違いとその理由 

違い 理由 

  

 

 

２２９ 
 

4.パスワードの管理を徹底する 

◆パスワードの管理を徹底する 

「パスワード」とは、システムに登録されたユーザを認証するための情報である。ユ
ーザ認証のために利用されるものは「パスワード」のほかに「ユーザ ID」がある。こ
の「ユーザ ID」にはメールアドレスが使われたり、またアカウント名として画⾯上に
そのまま表示されたりすることも多く、⽐較的第三者に知られる可能性が高い情報で
ある。⼀方、「パスワード」は利用者⾃⾝が⾃由に決めることができ、画⾯にそのま
ま表示されることがないので、簡単に第三者が知ることはできない。とはいえ、簡単
に推測されるような文字列であったり、シンプルな文字列を設定したりしてしまう
と、悪意の持った第三者に解読される恐れがあるので注意が必要である。 
パスワードはあらかじめ決められたルールで設定を⾏い、さらに第三者に簡単に知ら
れないように厳重に管理がなされる必要がある。 

◆使い回しの禁⽌ 

⼀般に、インターネットでサービスを利用するときなど、必ずパスワードを設定して
利用しているが、複数のサービスを利用する場合、同じパスワードを使い回さずすべ
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てのサービスで異なるパスワードを付与することが重要である。こうしておくこと
で、万が⼀どこかのサービスでユーザ ID とパスワードが漏洩した場合にも、被害を
最⼩限に⾷い⽌めることができる。複数のサービスで共通のパスワードを使い回して
いると、情報漏洩を起こしていないサービスにおいても不正なログインを許してしま
うことになりかねない。 

◇単純なパスワードの禁⽌ 

米国のセキュリティ会社が発表した弱いパスワードの代表例というのがある。例えば
以下のようなパスワードだ。 

１）123456 
２）123456789 
３）password 
４）qwerty 
５）11111 

単純なパスワードは悪意の持った第三者に簡単に解読されてしまう恐れがある。よく
パスワードの設定ルールとして①英字・数字・必ず含む、②英⼩文字・英⼤文字、記
号を含む、③8 文字以上などがある。ただ、この場合パスワードを覚えきれず失念し
てしまうということもある。そこで勧めたいのが、頭の中に思いつく 3 つ程度の英単

 

２３１ 
 

語を並べる方法である。可能な限り⻑いパスワードがより強いパスワードと⾔える 

◆二段階認証の使用 

「二段階認証」とは、⼀度だけでなく二度の認証を⾏うことである。 
システムや Web サイトにログインをする場合、ユーザ ID とパスワードを入⼒する。
このとき二段階認証とする場合には、何らか本人確認作業をもう⼀度⾏う。この結
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果、本人のなりすましリスクを軽減し、より安全にシステムを利用できるようにな
る。 
ところで「二段階認証」とよく似た⾔葉に、「二要素認証」というものがある。それ
ぞれ以下のように違いがある。 

・二要素認証 

「ユーザ ID」と「パスワード」の認証に加えて、「指紋」などの生体情報、SMS
など全く違う要素の認証を複数組み合わせた認証を⾏うこと。 

・二段階認証 

どのような方法であれ、2 回の認証を⾏うこと。極端に⾔えば「ユーザ ID」と
「パスワード」という認証を 2 回⾏うことも二段階認証となる。 

  

 

２３３ 
 

【理解度チェック】 

安全なパスワードを３つ作り、安全と思われる理由を説明してみましょう。 
 
No. password 安全と思われる理由 

 
1 

 

  
 
 

 
2 

  
 
 

 
3 
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第 13 章 従業員教育を徹底する 
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1.教育内容を考える 

◆教育内容を考える 

 

２３６ 
 

情報セキュリティを保つための最後の砦は「人」である。利用する「人」が適切な⾏
動を⾏わなければ、いくら暗号化や認証技術を導入し、ファイアウォールなど技術的
な仕組みを設置するなどしても、安全を確保し続けることはできない。そこで、企業
や組織において情報セキュリティ教育が⼤変重要になる。情報セキュリティ教育は 1
度⾏えばよいというものではない。従業員の入れ替わりもあれば、対象となる情報シ
ステムの環境も変わる。また世界中で新たな脅威が次々と生まれている。したがって
定期的かつ計画的に情報セキュリティ教育を実施していく必要がある。 
「人」が原因となるようなセキュリティリスクには以下のようなものが考えられる。 

・ソーシャルエンジニアリング 
 エレベータや電⾞内での会話や背後からの盗み⾒、ゴミ箱からの情報漏洩な
ど。 
・紛失、盗難 
 電⾞の網棚への PC やタブレットなどの置忘れ、電子機器や資料の入ったカバ
ンの置き引きやスリなど。 
・誤操作 
 メールの送るべき人とは異なる人への誤送信、ファイル共有の設定誤りですべ
て公開となってしまうなど。 
・SNS への投稿 
 不適切な内容の投稿、機密情報の漏洩など。 

◇対象者 

情報セキュリティ教育の対象者は、社内や組織の全ての従業員が対象となる。この
時、従業員とは正規雇用の社員以外にも派遣社員、アルバイト、管理職、経営陣も含
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1.教育内容を考える 
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２３６ 
 

情報セキュリティを保つための最後の砦は「人」である。利用する「人」が適切な⾏
動を⾏わなければ、いくら暗号化や認証技術を導入し、ファイアウォールなど技術的
な仕組みを設置するなどしても、安全を確保し続けることはできない。そこで、企業
や組織において情報セキュリティ教育が⼤変重要になる。情報セキュリティ教育は 1
度⾏えばよいというものではない。従業員の入れ替わりもあれば、対象となる情報シ
ステムの環境も変わる。また世界中で新たな脅威が次々と生まれている。したがって
定期的かつ計画的に情報セキュリティ教育を実施していく必要がある。 
「人」が原因となるようなセキュリティリスクには以下のようなものが考えられる。 

・ソーシャルエンジニアリング 
 エレベータや電⾞内での会話や背後からの盗み⾒、ゴミ箱からの情報漏洩な
ど。 
・紛失、盗難 
 電⾞の網棚への PC やタブレットなどの置忘れ、電子機器や資料の入ったカバ
ンの置き引きやスリなど。 
・誤操作 
 メールの送るべき人とは異なる人への誤送信、ファイル共有の設定誤りですべ
て公開となってしまうなど。 
・SNS への投稿 
 不適切な内容の投稿、機密情報の漏洩など。 

◇対象者 

情報セキュリティ教育の対象者は、社内や組織の全ての従業員が対象となる。この
時、従業員とは正規雇用の社員以外にも派遣社員、アルバイト、管理職、経営陣も含
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２３７ 
 

める。また、外部の業務委託先に業務を委託している場合には、その委託先社員の教
育にも留意する必要がある。いずれにしても、教育の⾏き届いていない人が企業や組
織においてセキュリティホールとなることから、職務に関わる「人」すべてが教育の
対象であると認識が必要である。 
なお、⼀般の社員と、管理職や経営陣とではそれぞれセキュリティ教育の内容が変わ
ってくる。その企業や組織で定めたセキュリティポリシーを理解し⾝に着けるのはい
ずれの職域でも共通となるが、管理職以上はそれに加えて部下である社員の管理、組
織全体でのセキュリティ意識向上などについても学ぶ必要がある。さらに経営陣にお
いては、セキュリティ事故が発生した場合の企業の振る舞いや社外への影響など、情
報セキュリティリスクがすなわち経営リスクでもある点について理解を促すなどが必
要となる。 

◇セキュリティポリシーの周知 

セキュリティポリシーを組織の中に周知、浸透させていくためには継続的に教育を施
していく必要がある。まず、座学による講習や教材の配布、e-ラーニングコンテンツ
の展開を通じて教育を実施する。また教育実施後には必ず理解度のテストを⾏い、
個々の受講者がセキュリティポリシーを理解できているかどうかを確認する。100 点
満点が取れなければ受講完了できない、また 100 点取れるまで何度も繰り返し理解度

 

２３８ 
 

のテストを⾏わせるなど、入念に理解度を確かめるようにした方がよい。 
そのような教育を経て、組織全体のセキュリティポリシーの理解度が高まったかどう
か、また実際の効果が得られたかどうかを確認するために、セキュリティ事故の発生
件数や事故内容の調査を⾏い、教育実施以前と⽐べてセキュリティレベルが上がった
かどうか確認する。その調査結果から、組織全体として弱い点などを⾒出し、次の情
報セキュリティ研修における教材作成の際に反映していく。 
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【理解度チェック】 

セキュリティポリシーを、それぞれの⽴場の者に周知するためには、どんな方法を良
いかまとめてみましょう。 
 

⽴場 周知の方法 

⼀般社員 
 
 
 

管理職 
 
 
 

経営層 
 
 
 

 
 

 

２４０ 
 

2.最新の動向、脅威と対策 

◆最新の動向、脅威と対策 

企業や組織において、情報セキュリティを確保していくためには、最新の動向や脅
威、対策などの「情報収集」が⼤変重要である。 
有益な情報源としては、SNS の活用やセキュリティに関する政府団体が提供する資料
や各種セキュリティベンダのホームページやブログなどの活用があげられる。 

◇SNS の活用 

SNS の中でも Twitter の活用が⼤変有用である。まず、積極的に情報発信している団
体や個人をフォローするだけで、セキュリティに関する情報を、常時浴び続けること
ができる。この「常時浴び続ける」ということが⼤事で、わざわざ情報を探して取り
にいかなくても、しかるべき情報が⾃⾝の⼿元により早く入⼿できるということだ。
特に、フィッシング詐欺やメールによるマルウェアの情報は鮮度が命であり、SNS 特
に Twitter はもっとも役に⽴つツールと⾔ってもよい。 
なお、情報を「常時浴び続ける」ということは、誤った情報やノイズとなる情報も⼀
緒に浴びるということになる。つまり、受け取った情報の確からしさを受け取る側で
選別していく能⼒が必須となる。この点について、単独の情報だけに頼ることをせ
ず、複数の情報源で確認を⾏う、また他の情報入⼿した方々と情報共有を⾏い、その
確からしさを確認するなどの工夫を⾏う。常に情報を浴び続けることで、おのずと情
報を⾒極める⼒を培っていくことも⼤切である。 
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2.最新の動向、脅威と対策 

◆最新の動向、脅威と対策 

企業や組織において、情報セキュリティを確保していくためには、最新の動向や脅
威、対策などの「情報収集」が⼤変重要である。 
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や各種セキュリティベンダのホームページやブログなどの活用があげられる。 

◇SNS の活用 

SNS の中でも Twitter の活用が⼤変有用である。まず、積極的に情報発信している団
体や個人をフォローするだけで、セキュリティに関する情報を、常時浴び続けること
ができる。この「常時浴び続ける」ということが⼤事で、わざわざ情報を探して取り
にいかなくても、しかるべき情報が⾃⾝の⼿元により早く入⼿できるということだ。
特に、フィッシング詐欺やメールによるマルウェアの情報は鮮度が命であり、SNS 特
に Twitter はもっとも役に⽴つツールと⾔ってもよい。 
なお、情報を「常時浴び続ける」ということは、誤った情報やノイズとなる情報も⼀
緒に浴びるということになる。つまり、受け取った情報の確からしさを受け取る側で
選別していく能⼒が必須となる。この点について、単独の情報だけに頼ることをせ
ず、複数の情報源で確認を⾏う、また他の情報入⼿した方々と情報共有を⾏い、その
確からしさを確認するなどの工夫を⾏う。常に情報を浴び続けることで、おのずと情
報を⾒極める⼒を培っていくことも⼤切である。 
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２４１ 
 

◇各種団体が提供する資料 

経済産業省が作成した経営者向けの資料である「サイバーセキュリティ経営ガイドラ
イン」は、経営者が知っておくべきサイバーセキュリティの勘所が記載されており、
必読と⾔える。この資料は適宜改訂もされており、最新の資料に常にアップデートし
ておくことが⼤切である。 
なお、この「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」をより具体的にブレイクダウ
ンした「CISO ハンドブック」というものがある。こちらは、経営者の指示のもと、
企業や組織の情報セキュリティ責任者となった担当者向けの資料として活用できる。 
また、毎年、情報処理推進機構（IPA）から公開される「情報セキュリティ 10 ⼤脅
威」という資料がある。前年に発生し、社会的影響の⼤きかった情報セキュリティ事
案を 10 個選び、分かりやすくまとめてある。社員全員が、今何に気を付けるべきな
のか素早く把握でき、⼤変有用な資料となっている。 
このほか、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）が発表している「情報セキュ
リティハンドブック」というのもあり、合わせて目を通しておくのがよい。 

  

 

２４２ 
 

【理解度チェック】 

情報セキュリティの最新動向を追跡する方法についてまとめましょう。 
 

追跡方法 得られる情報の特徴 
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２４３ 
 

3.教育方法の特徴を知る 

◆教育方法の特徴を知る 

教育の方法にはそれぞれ特徴がある。その特徴を理解したうえで、実際の企業や組織
に合った方法で実施する 
具体的な方法例は以下の通りである。 

・座学形式の集合研修 
・Web を用いた e-ラーニング 
・「情報セキュリティ読本」などを課題図書として読ませ、テストにより理解度
を⾒る。 
・⾃⼰点検チェックシートなどを配布して記入させ、ポリシーの遵守状況を⾒
る。 

 

２４４ 
 

◇集合研修 

集合研修は、受講者が⼀か所に集まり、講師の説明内容を受講者全員で聞く、また受
講者同士でグループになり指示された課題に取り組むといった形態の研修方法であ
る。 
集合研修のメリットは、直接講師が受講者の反応を⾒て⾏うため、研修途中で⼀部内
容を調整したり、受講者にとっては、わからないことを納得するまで質問できるとい
うメリットもある。さらに、受講者が属する組織の上司の理解（期待）や講師の指導
⼒次第でより高いやる気や効果を発揮することも可能である。 
⼀方、集合研修のデメリットとしては、開催場所が決められているため、受講者や講
師が会場まで移動し、あらかじめ決められた時間に開催しなければならない。研修会
場の設営が必要となり、会場費や移動費などが発生する。またハイレベルの研修とな
ると、その講師は経験・知識だけでなく、高い運営能⼒が必要になるときもある。さ
らには、スケジュール調整や⽋席者への対応をどうするかなどの考慮も必要で、運営
者側の負担は⼤きい。 
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⼀方、集合研修のデメリットとしては、開催場所が決められているため、受講者や講
師が会場まで移動し、あらかじめ決められた時間に開催しなければならない。研修会
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らには、スケジュール調整や⽋席者への対応をどうするかなどの考慮も必要で、運営
者側の負担は⼤きい。 
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２４５ 
 

◇Web 研修 

Web 研修とは、主に社内ネットワーク、もしくはインターネットに接続された PC 上
で、あらかじめ作成された教育用コンテンツを閲覧して受講する形式である。 
Web 研修のメリット・デメリットは、集合研修と裏腹になるものが多い。 
例えば、Web 研修のメリットとしては、講師や受講者の移動時間は不要で、基本的に
受講者の都合に合わせて受講が可能で、受講者⾃⾝が進捗管理できる。教材もスピー
ド感のある情報配信が可能となる等、あらかじめ仕組みを準備しておくことで、学習
結果をデータ管理することもでき、⽐較的費用をかけずに効率のよい運営が可能であ
る。 
⼀方で、Web 研修のデメリットとしては、多くの人に受講してもらえるように作成さ
れたコンテンツが中心となるため、受講者によっては内容が平坦で簡単すぎるといっ
た意⾒が出ることもある。また、講師からの⼀方通⾏による研修のため、受講者との
コミュニケーションがとりづらく講師、受講者双方のモチベーションが上がりにくい
こともある。 
また⼀般的に、Web 研修は知識習得には向いているが、実技習得には向かないという
特性があると⾔われている。 

  

 

２４６ 
 

◇実施タイミング 

情報セキュリティ教育のタイミングは以下が考えられる。適宜、組み合わせて教育を
実施することとなる。 

・セキュリティポリシーの運用開始時 
・セキュリティポリシー運用開始後、定期的に⾏なう（1 年に 1 回程度） 
・セキュリティポリシーの変更時 
・何らかのセキュリティ事件や事故の発生した後 
・新人研修（中途採用）OJT、異動時研修（業務が変わった場合） 
・セキュリティポリシーが守られていないことが発覚した場合 
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で、あらかじめ作成された教育用コンテンツを閲覧して受講する形式である。 
Web 研修のメリット・デメリットは、集合研修と裏腹になるものが多い。 
例えば、Web 研修のメリットとしては、講師や受講者の移動時間は不要で、基本的に
受講者の都合に合わせて受講が可能で、受講者⾃⾝が進捗管理できる。教材もスピー
ド感のある情報配信が可能となる等、あらかじめ仕組みを準備しておくことで、学習
結果をデータ管理することもでき、⽐較的費用をかけずに効率のよい運営が可能であ
る。 
⼀方で、Web 研修のデメリットとしては、多くの人に受講してもらえるように作成さ
れたコンテンツが中心となるため、受講者によっては内容が平坦で簡単すぎるといっ
た意⾒が出ることもある。また、講師からの⼀方通⾏による研修のため、受講者との
コミュニケーションがとりづらく講師、受講者双方のモチベーションが上がりにくい
こともある。 
また⼀般的に、Web 研修は知識習得には向いているが、実技習得には向かないという
特性があると⾔われている。 

  

 

２４６ 
 

◇実施タイミング 

情報セキュリティ教育のタイミングは以下が考えられる。適宜、組み合わせて教育を
実施することとなる。 

・セキュリティポリシーの運用開始時 
・セキュリティポリシー運用開始後、定期的に⾏なう（1 年に 1 回程度） 
・セキュリティポリシーの変更時 
・何らかのセキュリティ事件や事故の発生した後 
・新人研修（中途採用）OJT、異動時研修（業務が変わった場合） 
・セキュリティポリシーが守られていないことが発覚した場合 
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２４７ 
 

【理解度チェック】 

e ラーニングによる教育の、メリットとデメリットをまとめてみましょう。 
 

メリット デメリット 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

２４８ 
 

 
 
 
 

第 14 章 倫理を意識する 
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２４７ 
 

【理解度チェック】 

e ラーニングによる教育の、メリットとデメリットをまとめてみましょう。 
 

メリット デメリット 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

２４８ 
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２４９ 
 

1.技術者倫理を学ぶ 

◆技術者倫理を学ぶ 

  

 

２５０ 
 

『技術者倫理』とは、「個々の技術者がそれぞれの技術分野において、研究、開発、
実施，利用などに係わる技術的事項の善悪を⾒分け実⾏するための規範」と定義され
る。そしてこの『技術者倫理』の基本は、「公衆の安全，健康及び福利を最優先す
る」こととされる。ここでいう「公衆」とは不特定多数の市⺠はもとより、家族、地
域社会の住⺠、仲間の従業員を含む。また「福利」とは安心、幸福の意味である。 
『技術者倫理』とは以下の 3 点でその必要性が説明される。 

技術の健全な発展のため 

技術の健全な発展には技術者が正直で誠実に同じ土俵で意思疎通し、善悪を判断し、
実⾏することが必要である。 

人類の幸福のため 

技術者は⼤きな⼒を持っており、「公衆の安全、健康及び福利を最優先する」の原則
に基づいて⾏動すべきである。 

技術者⾃身の⾃己防衛のため 

⾃らの倫理的な判断基準、⾏動原則を持つことによって、技術者が遭遇するいろいろ
な場⾯で事故、法違反、及び不祥事等に巻き込まれない可能性を高めることができ
る。 

『技術者倫理』を学ぶ方法の⼀つとして、普段から倫理問題を含む日常の事故や不祥
事事例等を意識して⾒聞きし、⾃分なりに想像し検討するという、いわゆる事例研究
が極めて重要である。 
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２４９ 
 

1.技術者倫理を学ぶ 

◆技術者倫理を学ぶ 

  

 

２５０ 
 

『技術者倫理』とは、「個々の技術者がそれぞれの技術分野において、研究、開発、
実施，利用などに係わる技術的事項の善悪を⾒分け実⾏するための規範」と定義され
る。そしてこの『技術者倫理』の基本は、「公衆の安全，健康及び福利を最優先す
る」こととされる。ここでいう「公衆」とは不特定多数の市⺠はもとより、家族、地
域社会の住⺠、仲間の従業員を含む。また「福利」とは安心、幸福の意味である。 
『技術者倫理』とは以下の 3 点でその必要性が説明される。 

技術の健全な発展のため 

技術の健全な発展には技術者が正直で誠実に同じ土俵で意思疎通し、善悪を判断し、
実⾏することが必要である。 

人類の幸福のため 

技術者は⼤きな⼒を持っており、「公衆の安全、健康及び福利を最優先する」の原則
に基づいて⾏動すべきである。 

技術者⾃身の⾃己防衛のため 

⾃らの倫理的な判断基準、⾏動原則を持つことによって、技術者が遭遇するいろいろ
な場⾯で事故、法違反、及び不祥事等に巻き込まれない可能性を高めることができ
る。 

『技術者倫理』を学ぶ方法の⼀つとして、普段から倫理問題を含む日常の事故や不祥
事事例等を意識して⾒聞きし、⾃分なりに想像し検討するという、いわゆる事例研究
が極めて重要である。 
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２５１ 
 

◆公益の確保、企業の社会的責任 

公益の確保とは、職業倫理と同等で公共の安全、環境の保全、その他の公共の利益を
損なうことのないように努めることである。 
企業の社会的責任（corporate social responsibility︓CSR）とは、企業が倫理的観点
から事業活動を通じて、⾃主的に社会に貢献していく責任のことである。 
現代の企業活動においては、企業は利益を追求するだけではなく、企業の活動が社会
へ与える影響にも責任をもち、あらゆる利害関係者（消費者、投資家等、及び社会全
体）からの要求に対する適切な意思決定と⾏動という責任を持つとされる。 
このような活動は、企業の中にいる個々の従業員においても同様で、技術者も例外で
はない。 

 

２５２ 
 

◆内部告発と公益通報 

「内部告発」とは、企業や組織内部の人間が、その所属組織の不正や法令違反など
を、外部の機関、監督官庁や報道機関などへ知らせて周知を図るような⾏為である。 
「公益通報」とは、企業による法令違反などを、労働者が企業内の通報窓⼝や外部の
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２５１ 
 

◆公益の確保、企業の社会的責任 

公益の確保とは、職業倫理と同等で公共の安全、環境の保全、その他の公共の利益を
損なうことのないように努めることである。 
企業の社会的責任（corporate social responsibility︓CSR）とは、企業が倫理的観点
から事業活動を通じて、⾃主的に社会に貢献していく責任のことである。 
現代の企業活動においては、企業は利益を追求するだけではなく、企業の活動が社会
へ与える影響にも責任をもち、あらゆる利害関係者（消費者、投資家等、及び社会全
体）からの要求に対する適切な意思決定と⾏動という責任を持つとされる。 
このような活動は、企業の中にいる個々の従業員においても同様で、技術者も例外で
はない。 

 

２５２ 
 

◆内部告発と公益通報 

「内部告発」とは、企業や組織内部の人間が、その所属組織の不正や法令違反など
を、外部の機関、監督官庁や報道機関などへ知らせて周知を図るような⾏為である。 
「公益通報」とは、企業による法令違反などを、労働者が企業内の通報窓⼝や外部の
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２５３ 
 

しかるべき機関に通報する⾏為をいう。 
⼀般に「内部告発」や「公益通報」は、いずれも企業や組織の不正を明るみに出すこ
ととなり、その不正の是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことにつながる。
ところが、通報した人においては、その結果、企業からの解雇や降格などの不利益な
取扱いを受けるおそれも出てくる。そこで、公益のために通報を⾏った人々を保護す
るとともに、国⺠の生命、⾝体、財産を保護するために「公益通報者保護法」が制定
され、「公益通報者保護制度」が整備されている。 

  

 

２５４ 
 

【理解度チェック】 

あなたが技術悪用を⾏ったことで、⾃分⾃⾝が被る被害にはどんなことがあるでしょ
うか︖技術悪用の種類とあわせて考えをまとめてみましょう。 
 

技術悪用の種類 あなたが被る被害 
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２５３ 
 

しかるべき機関に通報する⾏為をいう。 
⼀般に「内部告発」や「公益通報」は、いずれも企業や組織の不正を明るみに出すこ
ととなり、その不正の是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことにつながる。
ところが、通報した人においては、その結果、企業からの解雇や降格などの不利益な
取扱いを受けるおそれも出てくる。そこで、公益のために通報を⾏った人々を保護す
るとともに、国⺠の生命、⾝体、財産を保護するために「公益通報者保護法」が制定
され、「公益通報者保護制度」が整備されている。 

  

 

２５４ 
 

【理解度チェック】 

あなたが技術悪用を⾏ったことで、⾃分⾃⾝が被る被害にはどんなことがあるでしょ
うか︖技術悪用の種類とあわせて考えをまとめてみましょう。 
 

技術悪用の種類 あなたが被る被害 
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２５５ 
 

2.ハッキング技術の使用などの知識の悪用 

◆ハッキング技術の使用といった知識の悪用 

「ハッキング（hacking）」とは、ハック（hack）の進⾏形で「はたく」「蹴る」「た
たき切る」などの意味がある。例えば、バスケットボールやラグビーなどのスポーツ
で「反則」で「ハッキング」と呼ばれるものもある。 
やがて、機械に対して高い知識を持つ技術者のことをハッカー、設計や改造を⾏うこ

 

２５６ 
 

とを「ハッキング」と呼ぶようになり、その後ハードウェアやソフトウェアの設計な
どを⾏うエンジニアの総称で使われるようになった。本来の「ハッキング」の意味
は、ソフトウェアやハードウェアの設計にかかわり、その仕組みを解明することを指
す。「ハッカー」はコンピュータや情報システム、インターネット全般に精通し、高
度な技術を要する問題が起きた際にうまく対処できる人のことである。 
ところが現代において、「ハッキング」はシステム内に不正に侵入する⾔葉として使
われるケースが多く、「ハッカー」に対して悪いイメージが⼀人歩きをしている。「ハ
ッカー」「ハッキング」は、情報システムに何らか悪い影響を及ぼすニュアンスで捉
えている人が多い。なお、悪事を働く「ハッカー」のことを区別して「クラッカー」
と呼んだり、善意の「ハッカー」のことを「ホワイトハッカー」と呼んだりするな
ど、善悪を区別した呼び方も普及しつつある点を補⾜しておく。 
サイバーセキュリティの世界において、代表的な悪意ある「ハッキング」の⼿⼝を挙
げておく。 

・Web サイトの改ざん 

⇒勝⼿に Web サイトの画像を張り替えるなどされ、企業のブランドイメージが毀損
する 

・サーバの停⽌ 

⇒EC サイトなどが DoS 攻撃などで機能停⽌状態に陥り、停⽌期間中の売上に影響が
出る 

・別の攻撃の踏み台 

⇒Web サイトにアクセスしてきた利用者を不正なサイトに誘導し、誘導された者にマ
ルウェアを感染させるような加害者に仕⽴てる 

・情報漏洩 

⇒データベースに不正にアクセスし、顧客情報などを盗み取る 
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２５５ 
 

2.ハッキング技術の使用などの知識の悪用 

◆ハッキング技術の使用といった知識の悪用 

「ハッキング（hacking）」とは、ハック（hack）の進⾏形で「はたく」「蹴る」「た
たき切る」などの意味がある。例えば、バスケットボールやラグビーなどのスポーツ
で「反則」で「ハッキング」と呼ばれるものもある。 
やがて、機械に対して高い知識を持つ技術者のことをハッカー、設計や改造を⾏うこ

 

２５６ 
 

とを「ハッキング」と呼ぶようになり、その後ハードウェアやソフトウェアの設計な
どを⾏うエンジニアの総称で使われるようになった。本来の「ハッキング」の意味
は、ソフトウェアやハードウェアの設計にかかわり、その仕組みを解明することを指
す。「ハッカー」はコンピュータや情報システム、インターネット全般に精通し、高
度な技術を要する問題が起きた際にうまく対処できる人のことである。 
ところが現代において、「ハッキング」はシステム内に不正に侵入する⾔葉として使
われるケースが多く、「ハッカー」に対して悪いイメージが⼀人歩きをしている。「ハ
ッカー」「ハッキング」は、情報システムに何らか悪い影響を及ぼすニュアンスで捉
えている人が多い。なお、悪事を働く「ハッカー」のことを区別して「クラッカー」
と呼んだり、善意の「ハッカー」のことを「ホワイトハッカー」と呼んだりするな
ど、善悪を区別した呼び方も普及しつつある点を補⾜しておく。 
サイバーセキュリティの世界において、代表的な悪意ある「ハッキング」の⼿⼝を挙
げておく。 

・Web サイトの改ざん 

⇒勝⼿に Web サイトの画像を張り替えるなどされ、企業のブランドイメージが毀損
する 

・サーバの停⽌ 

⇒EC サイトなどが DoS 攻撃などで機能停⽌状態に陥り、停⽌期間中の売上に影響が
出る 

・別の攻撃の踏み台 

⇒Web サイトにアクセスしてきた利用者を不正なサイトに誘導し、誘導された者にマ
ルウェアを感染させるような加害者に仕⽴てる 

・情報漏洩 

⇒データベースに不正にアクセスし、顧客情報などを盗み取る 
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２５７ 
 

◆知的財産権 

「知的財産権」とは、“人間の知的な創造活動によって生み出された経済的な価値のあ
る情報を、財産として保護するための権利”と定義される。そして、この「知的財産
権」は、⼤きく「著作権」と「産業財産権」の２つに分類される。さらに「著作権」
は著作者⾃⾝の「著作権（財産権）」と「著作者人格権」、さらに著作者⾃⾝ではなく
実演等を⾏う「著作隣接権」に分けられる。⼀方で、「産業財産権」には、「特許権」
「実用新案権」「意匠権」「商標権」といったものが含まれる。 

 

２５８ 
 

◆著作権 

著作権法では、「著作権」の内容を、⼤きく次の二つに分けて定めている。⼀つは、
著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利の「著作
権(財産権)」、もう⼀つが、著作物を通して表現されている著作者の人格をまもるため
の「著作者人格権」である。このほか、著作物の作成者ではないものの、著作物の伝
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２５７ 
 

◆知的財産権 

「知的財産権」とは、“人間の知的な創造活動によって生み出された経済的な価値のあ
る情報を、財産として保護するための権利”と定義される。そして、この「知的財産
権」は、⼤きく「著作権」と「産業財産権」の２つに分類される。さらに「著作権」
は著作者⾃⾝の「著作権（財産権）」と「著作者人格権」、さらに著作者⾃⾝ではなく
実演等を⾏う「著作隣接権」に分けられる。⼀方で、「産業財産権」には、「特許権」
「実用新案権」「意匠権」「商標権」といったものが含まれる。 

 

２５８ 
 

◆著作権 

著作権法では、「著作権」の内容を、⼤きく次の二つに分けて定めている。⼀つは、
著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利の「著作
権(財産権)」、もう⼀つが、著作物を通して表現されている著作者の人格をまもるため
の「著作者人格権」である。このほか、著作物の作成者ではないものの、著作物の伝
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２５９ 
 

達に重要な役割を果たしているような実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放
送事業者には「著作隣接権」という権利も認められている。 
著作物は、その著作者の考えや気持ちを表現したものであり、著作物を通じて表現さ
れた著作者の人格を守るために、「著作者人格権」が定められている。「著作権(財産
権)」は他人に譲り渡すことができるが、「著作者人格権」は作品を作った人⾃⾝の人
格を保護するという目的があり、他人に譲ることができない。したがって、たとえ著
作者が「著作権(財産権)」を譲っても、「著作者人格権」は著作者が持ち続けることに
なる。 
「著作権(財産権)」には、複製権、公衆送信権、⼝述権、展示権、頒布権、譲渡権、
貸与権、二次的直物の利用権などがある。 
「著作者人格」には、公表権、氏名表示権、同⼀性保持権がある。 
著作者の意思に反するような以下のような作品の取り扱いを⾏ってはならないと、著
作権法に定められている。 

・著作者の了解なしに作品を公開する 
・著作者の了解なしに著作者の名前を公表する 
・著作者の了解なしに作品を変更する 

  

 

２６０ 
 

【理解度チェック】 

なぜ技術者倫理が必要なのか、⾃分の考えをまとめてみましょう。 
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２６１ 
 

3.財産権 ＃18 

◆財産権 

 

２６２ 
 

「財産権」とは、憲法で保障される経済的利益を対象とする権利のこと。非経済的利
益を対象とする⾝分権（親権など）他と対⽐され定義される。「財産権」には、「所有
権」をはじめとする物権のほか、「債権」、「社員権」、さらに「著作権」や「特許権」
などの無体財産権（知的財産権）、「鉱業権」や「漁業権」といった特別法上の権利も
含んでいる。 

◇営業秘密 

企業や組織における権利として重要な「産業財産権」には以下のようなものがある。 

・特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。 
・実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。 
・意匠権: 工業デザインを保護する。 
・商標権・トレードマーク・サービスマーク: 商標に化体した業務上の信用⼒
（ブランド）を保護する。 

これら四つの権利は「知財四権」として称されることがある。これら「知財四権」の
ほかに、 

・商号権︓商人が名称を商号として利用する表示。 
・肖像権（人格権）︓肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利。 
・パブリシティ権（財産権）︓肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。 

といったものが存在する。 
これらに並ぶ「産業財産権」の⼀つとして「営業秘密」が位置付けられている。 
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２６３ 
 

「営業秘密（営業秘密の保持・不正入⼿の禁⽌）」とは、秘密として管理されている
有用な技術・営業上の情報のことである。ここで「秘密として管理されている」とい
う点が重要で、逆に秘密として適切に管理がなされていない情報は「営業秘密」とし
て認められない場合もあるので注意が必要である。 

◆オープンソースのライセンス 

「オープンソース（Open Source Software︓OSS）とは、ソースコードが⼀般公開
されたソフトウェアを指す。OSS のソースコードがオープンとなっているソフトウェ
アは、プログラムの改変を事実上容認していることを意味する。また OSS のソフト
ウェアは、⾃由に改変が可能であることが前提となっており、誰でも⾃由にソースコ
ードの書き換えや、再配布が可能である。 
ただし、OSS がすべて⾃由かというとそうではなく、ライセンスを持ったソフトウェ
アとして管理がなされており、ソフトウェアの再配布やコピー、販売などを⾏う際
に、ライセンス契約に基づく利用を条件にしているケースもある。この場合、提供す
る側の条件を守らなければ、そのライセンスの利用が認められないことになる。 

 

２６４ 
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２６５ 
 

【理解度チェック】 

「知財四権」について、抵触した際に発生しうる問題点をまとめてみましょう。 
 

権利名 発生しうる問題点 

特許権 
 
 

実用新案権 
 
 

意匠権 
 
 

商標権 
 
 

  

 

２６６ 
 

 
 
 
 

第 15 章 法律などについて改め
て学ぶ 
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【理解度チェック】 

「知財四権」について、抵触した際に発生しうる問題点をまとめてみましょう。 
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第 15 章 法律などについて改め
て学ぶ 
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２６７ 
 

 1.個人情報の保護 

◆個人情報の保護 

「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるも
の」と定義されている。具体的には以下の情報が該当する。 

・氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるもの（他の
情報と容易に照合でき、それにより、特定の個人を識別できるものを含む） 
・個人識別符号（下記の（1）、（2））が含まれるもの 
（1）特定の個人の⾝体の⼀部の特徴を電子的に利用するために変換した以下の
符号 
顔、指紋・掌紋、虹彩、⼿指の静脈、声紋、DNA など 
（2）サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる以下の公的な番号 
マイナンバー、旅券番号、免許証番号、基礎年⾦番号、住⺠票コード、各種保険
証の記号番号など 

また、個人に関する情報の中でも、人種、信条、病歴など不当な差別・偏⾒が生じる
可能性がある個人情報は、「要配慮個人情報」として、その取扱いについて特別な規
定が設けられている。 

 

２６８ 
 

企業や組織において個人情報を扱う場合には、「使う目的を適切に説明する」「勝⼿に
目的外に利用しない」「安全に情報を保管する」が原則となり、個人情報は厳重に保
護、管理されなければならない。 

◆個人情報保護法 
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個人情報の保護に関する法律（通称、個人情報保護法）は、個人情報の取扱いに関連
する法律で 2005 年より施⾏されている。取扱件数に関係なく「個人情報」を個人情
報データベース等として所持して事業に用いている事業者は、「個人情報取扱事業
者」とされ、個人情報取扱事業者が主務⼤臣への報告やそれに伴う改善措置に従わな
い等の適切な対処を⾏わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されることとな
っている。 
個人情報保護法では、「個人情報」を「生存する個人に関する情報」と限定している
ため、死者に関する情報は「個人情報」とされない。ただし、「死者に関する情報が
同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関
する情報となる」とされるため、その情報の取り扱いに注意が必要な点に変わりがな
い。 
⼀般に⾔われる「プライバシー」とは、私生活や私事、個人の秘密のような他人にみ
だりに知られたくない情報と定義され、個人情報＝プライバシーではない。個人情報
保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定はないが、個人情報保護法にお
いて、「個人情報」の適正な取扱いによりプライバシーを含む個人の権利利益の保護
を図ることが法の精神でもある。最終的に、プライバシーの侵害が発生した場合に
は、⺠法上の不法⾏為等としてその侵害に対する救済が図られる。 

  

 

２７０ 
 

【理解度チェック】 

企業において個人情報を扱う注意点を説明してみましょう。 
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【理解度チェック】 

企業において個人情報を扱う注意点を説明してみましょう。 
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２７１ 
 

2.マイナンバー 

◆マイナンバー法 

 

２７２ 
 

「マイナンバー法」とは、正式には「⾏政⼿続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等」という。 
「マイナンバー」は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数
の機関が保有する個人の情報が同⼀人の情報であることを確認するために活用され
る。 
マイナンバー制度導入のポイントは、以下の点が挙げられる。 

・国⺠の利便性の向上 

⇒マイナンバー制度導入により、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添
付書類が削減され、⾯倒な⼿続が簡単になる。また、本人や家族が受けられるサービ
スの情報通知を受け取ることも可能となる。 

・⾏政の効率化 

⇒国や地方公共団体等での⼿続において、マイナンバーの提示や申請書類へのマイナ
ンバー記載が求められる。国や地方公共団体の間で情報連携がなされ、情報の照合等
の時間が削減され、⼿続が正確かつスムーズに実⾏される。 

・公平・公正な社会の実現 

⇒国⺠の所得状況等が把握されやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れること
や不正受給の防⽌、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能となる。 
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２７３ 
 

◆プライバシーマーク 

プライバシーマーク制度とは、日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメン
トシステム－要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制
を整備している事業者等を評価し、適切な事業者であることを示すプライバシーマー
クを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度である。 
プライバシーマーク制度は、以下の目的を持って運営されている。 
・消費者の目に⾒えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関

 

２７４ 
 

する消費者の意識の向上を図ること 
・適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の
高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること 

上記の通り、プライバシーマークは、事業者にとっては法律への適合性はもちろんの
こと、⾃主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確⽴し、
運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができる。 
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◆プライバシーマーク 

プライバシーマーク制度とは、日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメン
トシステム－要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制
を整備している事業者等を評価し、適切な事業者であることを示すプライバシーマー
クを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度である。 
プライバシーマーク制度は、以下の目的を持って運営されている。 
・消費者の目に⾒えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関
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する消費者の意識の向上を図ること 
・適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の
高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること 

上記の通り、プライバシーマークは、事業者にとっては法律への適合性はもちろんの
こと、⾃主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確⽴し、
運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができる。 
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【理解度チェック】 

マイナンバー法の下で、情報セキュリティシステムを構築するための注意点とその理
由をあげてみましょう。 
 

注意点 理由 
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3.不正競争防⽌法 

◆不正競争防⽌法 
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【理解度チェック】 
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3.不正競争防⽌法 

◆不正競争防⽌法 
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「不正競争防⽌法」とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な
実施を確保するため、不正競争の防⽌及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を
講じ、国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的に定められたものである。企業が
競合他社や個人に対して、不正な⼿段による競争の差し⽌めや損害賠償請求をできる
よう認めている。 
不正競争防⽌法で禁⽌されている⾏為は以下のようなものである。 

・周知な商品等表示の混同惹起 

⇒すでに社会で広く知られている商品のパッケージや商品名に似せたものを販売し、
元となった商品と勘違いして購入するよう促す⾏為。 

・著名な商品等表示の冒用 

⇒著名な商品の名前を⾃社の商品やサービスの名称として利用する⾏為。 

・営業秘密の侵害 

⇒顧客情報や技術的なノウハウといった営業秘密を窃盗などの⼿段により取得する⾏
為。 

・他人の商品形態を模倣した商品の提供 

⇒他社の商品のデザイン・質感を模倣した商品を販売する⾏為。 

・ドメイン名の不正取得等 

⇒他者に損害を与える目的や不正な利益を得る目的で、他者と類似したドメインを取
得する⾏為。 

また不正競争防⽌法では、意匠登録を⾏っていないような場合でも、⾃社の商品の形
を模倣した商品を販売しているとして訴え出ることが可能となっている。 

  

 

２７８ 
 

◆不正アクセス禁⽌法 

「不正アクセス禁⽌法」とは、不正アクセス⾏為を禁⽌することなどにより、電気通
信回線を通じて⾏われる電子計算機に係る犯罪の防⽌及びアクセス制御機能により実
現される電気通信に関する秩序の維持を図り、高度情報通信社会の健全な発展に寄与

276

4-2.indd   276 2020/01/31   18:41



 

２７７ 
 

「不正競争防⽌法」とは、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な
実施を確保するため、不正競争の防⽌及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を
講じ、国⺠経済の健全な発展に寄与することを目的に定められたものである。企業が
競合他社や個人に対して、不正な⼿段による競争の差し⽌めや損害賠償請求をできる
よう認めている。 
不正競争防⽌法で禁⽌されている⾏為は以下のようなものである。 

・周知な商品等表示の混同惹起 

⇒すでに社会で広く知られている商品のパッケージや商品名に似せたものを販売し、
元となった商品と勘違いして購入するよう促す⾏為。 

・著名な商品等表示の冒用 

⇒著名な商品の名前を⾃社の商品やサービスの名称として利用する⾏為。 

・営業秘密の侵害 

⇒顧客情報や技術的なノウハウといった営業秘密を窃盗などの⼿段により取得する⾏
為。 

・他人の商品形態を模倣した商品の提供 

⇒他社の商品のデザイン・質感を模倣した商品を販売する⾏為。 

・ドメイン名の不正取得等 

⇒他者に損害を与える目的や不正な利益を得る目的で、他者と類似したドメインを取
得する⾏為。 

また不正競争防⽌法では、意匠登録を⾏っていないような場合でも、⾃社の商品の形
を模倣した商品を販売しているとして訴え出ることが可能となっている。 
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◆不正アクセス禁⽌法 

「不正アクセス禁⽌法」とは、不正アクセス⾏為を禁⽌することなどにより、電気通
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することを目的とする法律である。 
ここでいわれる「不正アクセス⾏為」とは、他人の ID・パスワードなどを不正使用す
る⾏為や、コンピュータプログラムの脆弱性を衝いた攻撃を⾏うなどして本来アクセ
スできないコンピュータにアクセスすることなどを指す。併せて、パスワード等の入
⼒を不正に要求する⾏為（いわゆるフィッシング⾏為）も禁⽌している。 

  

 

２８０ 
 

【理解度チェック】 

不正競争防⽌法、不正アクセス禁⽌法がどのような法律なのか概要を説明してみまし
ょう。 
 

不正競争防⽌法  
 
 
 
 
 

不正アクセス禁⽌法 
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２８１ 
 

4.ウイルス作成罪 

◆ウイルス作成罪 

「ウイルス作成罪」とは、正式名称を「不正指令電磁的記録作成罪」といい、コンピ
ュータウイルスの作成や提供、供用、取得、保管等により成⽴する刑罰である。 
正当な理由がなく、無断で他人のコンピュータ上にて実⾏させる目的で、ウイルスを
「作成」し、また「提供」した場合には、3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰⾦
が課せられると定められている。同様に、コンピュータウイルスを「取得」したり
「保管」したりするような場合には、2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰⾦が課
せられる。 
「正当な理由がない」、「無断で他人のコンピュータにおいて実⾏させることを目的と
する」の 2 点を満たさないと罪にならないとされている。 

 

２８２ 
 

◆サイバーセキュリティ基本法 

「サイバーセキュリティ基本法」とは、サイバーセキュリティに関する施策を総合的
かつ効率的に推進するため、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、サイバーセ
キュリティ戦略の策定その他当該施策の基本となる事項等を規定している。 
サイバーセキュリティ基本法の基本的施策の対象には、⾏政機関だけではなく、電⼒
やガスなどの重要インフラ、⺠間事業者、教育研究機関も挙げられている。サイバー
セキュリティに関する研究の促進や人材教育、⼀般事業者の果たすべき責務にも⾔及
されており、国による情報セキュリティ戦略の基盤となっている。 
またサイバーセキュリティ基本法では、組織的な体制も定義されている。内閣官房⻑
官を本部⻑とする「サイバーセキュリティ戦略本部」を創設し、「情報セキュリティ
対策会議」が、法的な裏付けのもと、⼤きな権限を掌握することとし、国家レベルで
サイバーセキュリティを推進する体制が整えられた。併せて「内閣サイバーセキュリ
ティセンター（NISC）」が設置され、より強い権限を得てサイバーセキュリティ戦略
本部とも深く関わることになっている。 
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◆サイバーセキュリティ基本法 
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やガスなどの重要インフラ、⺠間事業者、教育研究機関も挙げられている。サイバー
セキュリティに関する研究の促進や人材教育、⼀般事業者の果たすべき責務にも⾔及
されており、国による情報セキュリティ戦略の基盤となっている。 
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本部とも深く関わることになっている。 

281

4-2.indd   281 2020/01/31   18:41



 

２８３ 
 

◆プロバイダ責任制限法 

「プロバイダ責任制限法」とは正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律」といい、Web サイトや電子掲示板などで⾏
われる情報の流通によって権利侵害があった場合、プロバイダ、サーバの管理者・運
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営者、掲示板管理者などの損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示を請求する権利
を定めるものである。 
本法律が制定されるまでは、違法・有害情報の流通について当事者間での解決を図っ
てきたが、本法律の施⾏により、⼀定の要件のもとプロバイダが情報流通の防⽌措置
を講じたり、発信者情報の開示請求に応じたりすることが可能となった。 

◆電子計算機損壊等業務妨害罪 

「電子計算機損壊等業務妨害罪」とは、コンピュータ機器そのものや中に保有するデ
ータが削除・破壊等する⾏為、及び本来の使用目的とは異なる動作をさせて他人の業
務を妨害した場合に本罪が適用される。罪に問われた場合には、5 年以下の懲役⼜は
100 万円以下の罰⾦が科される。 
さらに、以下のような⾏為も本罪に該当する。 

・パソコンの電源を正常の方法では無い方法で落とし、パソコンに障害を引き起
こした。 
・メールサーバに⼤量のメールを送信し、メールサーバに障害を引き起こした。 
・ホームページに異常なアクセスを繰り返し、障害を引き起こした（DoS 攻撃、
偽計業務妨害も問題となる）。 
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【理解度チェック】 

情報セキュリティにかかわる法律について、侵害事例とともに、「何が問題だったの
か」について考えてみましょう。 
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