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第1章．情報セキュリティ概説
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1-1．情報セキュリティの概念
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「情報セキュリティ」とは

「情報セキュリティ」とは、「CIA（機密性、完全性、可用性）の維持」
のための活動です。

Integrity

完全性

Availability

可用性

Confidentiality

機密性

情報セキュリティ

情報資産の
CIAの維持

情報が漏えい
しないようにする

システムがダウンし
ないようにする

情報を改ざん
されないようにする
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情報セキュリティの相互依存関係

・セキュリティの要件は、相互依存関係にある

・その他の要件を考慮せずに、1つの要件のみ達成することはできない

保証（Assurance）

責任追跡性

完全性

機密性

機密性

完全性

～「ITセキュリティのための基本テクニカルモデル 」（NIST SP800-33）

完全性

可用性

機密性 完全性機密性
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情報セキュリティ対策のアプローチ

「防止」だけでは、バランスが取れた情報セキュリティ対策はできない。

防 止

検 出

対 応

モニタリング(リアルタイム)

点検・監査（事後）

回復・復旧、追跡、見直し

エスカレーション、保証

「防止」ができたかどうか
の確認には「検出」が必要

「防止」できないものは
「検出」が必要。

「対応」できるためには
「検出」が必要。

FWなどによる防止

相互牽制などによる抑止

情報セキュリティにおける3つの対策



7

1-2．脅威と脆弱性
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損害発生

情報資産

脆弱性

損害発生の可能性
＝リスク

対策

脅威

脅威はなくならない

「脅威」とは、「組織に損害を与える可能性の『潜在的な原因』」のこと
です。

「脅威」とは
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盗難、ソーシャルエンジニアリング、不正アクセス、ウイルス、
データの改ざん、盗聴、なりすまし、など

意図的脅威

偶発的脅威

環境的脅威

悪意ある者による攻撃

紛失、盗難、操作ミス、会話からの情報漏えい、ファイル交換ソフトに
おける情報漏えい、システム障害、ネットワーク障害

ヒューマンエラーや障害

地震、パンデミック、火災、水害、荒天（雷、ひょう、雨、雪）、
竜巻、異常気温、高湿度、建物の崩落

災害

＝

＝

＝

9

「脅威」の分類
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「脆弱性」とは？

脆弱性とは、セキュリティ上の問題箇所のことです。

・ソフトウエア製品の本来の機能や性能を損なう原因となり得る箇所

・不適切な運用により、セキュリティが維持できなくなっている状態

脅 威脆弱性
被害・影響

（インシデント）

×

↑
 脅威と脆弱性の関係
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■ソース/構造上の問題

• SQLインジェクション

• ディレクトリトラバーサル

• クロスサイトスクリプティング(XSS)

• クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF) など。

■設定・運用上の問題

･セッション管理の不備

• HTTPSの不適切な利用

• HTTPヘッダインジェクション

• メール不正中継 など。

主な「脆弱性」



12

1-3．情報セキュリティインシデント
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1 標的型攻撃による情報流出

2 ランサムウェアによる被害

3 ウェブサービスからの個人情報の窃取

4 サービス妨害攻撃によるサービスの停止

5 内部不正による情報漏えいとそれに伴う業務停止

6 ウェブサイトの改ざん

7 ウェブサービスへの不正ログイン

8 IoT機器の脆弱性の顕在化

9 攻撃のビジネス化（アンダーグラウンドサービス）

10 インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正利用

～「2017年版 10大脅威 」

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2017.html

「情報セキュリティ10大脅威(組織)」
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脆弱性が公開されてからわずかな期間で攻撃が開始される。

GNU bashにおける脆弱性を用
いた攻撃件数推移
http://www.lac.co.jp/security/report/i
ndex.html

OpenSSLにおける脆弱性を用
いた攻撃件数推移
http://www.lac.co.jp/security/report/i
ndex.html

脆弱性を突く攻撃の傾向
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悪意あるコンテンツ仕掛けた
Webサイト

脆弱性があるIE
でアクセス

パソコンの異常終了、
ウイルス感染、不正な
操作などの被害

パソコンの異常終了、
マルウエア感染、不正
な操作などの被害

脆弱性を突く攻撃の例
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この期間に攻撃されると防御が難しい

4/27

脆弱性の公開

4/28 4/29 4/30 5/1 5/2

更新プログラムが
提供される（5/2）

ゼロデイ攻撃
が始まる！

ゼロデイ攻撃
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1-4．情報セキュリティリスクの分析
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情報資産の識別

情報資産の評価 脅威・脆弱性の識別・評価

リスク算定

リスク評価

リスク対応

リスク受容

リスクアセスメントの全体プロセス：リスク分析
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「情報資産」とは？

「情報資産」とは、情報セキュリティにおける保護の対象のこと。

「情報資産」はさまざまな形状をしており、その性質を理解し、適切に扱い、保護
しなければなりません。

電子媒体

パソコン

印刷物

会話や電子メール

設備

情報資産の例

人
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「情報資産」は、何が存在し、どの程度の価値を持つものかは、その組織によって
異なる。

価値評価 金銭・機会損失（短期） 金銭・機会損失（中長期） 信用・ブランド損失

1.非常に小さ
い

当期経営にほとんど影響は
ない

中長期な経営には影響はない ほとんど影響がない

2.小さい 当期経営に軽微な影響(当期
利益の1%以下)を及ぼす

中長期な経営には影響はない 限定された人に対して影響
が及ぶ

3.中程度 当期経営に影響(当期利益の
3%以下)を及ぼす

中長期な経営にはほとんど影響
はない

多くの人に対して影響が及
ぶ

4.大きい 当期経営に重大な影響(当期
利益の10%未満)を及ぼす

2年程度の経営には影響が及ぶ 限定された人に長期的な悪
いイメージが残る

5.非常に大き
い

当期経営に極めて重大な影
響(当期利益の10%以上)を
及ぼす

3年以上の経営には影響が及ぶ 多くの人に長期的な悪いイ
メージが残る

影響度の評価基準例～「情報セキュリティプロフェッショナル教科書」、JNSA教育部会

情報資産の評価の例
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脆弱性の分類 脆弱性の例 関連する脅威の例

環境、施設 ドア、窓などの物理的保護の 欠如 盗難

不安定な電源設備 停電、誤作動

災害を受けやすい立地条件 洪水、地震、災害

ハードウエア 温湿度変化に影響を受けやすい 故障、誤作動

記憶媒体のメンテナンス不足 故障、情報漏洩

ソフトウエア 仕様書の不備 ソフトウェア障害、誤作動

アクセスコントロールの欠如 なりすまし、改竄、情報漏
洩

不適切なパスワード 不正アクセス、改竄、情報
漏洩

監査証跡（ログ管理）の欠如 不正アクセス

バックアップコピーの欠如 復旧不能

･･････････ ･･････････ ･･････････

脅威・脆弱性の識別の例
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リスク分析の例

リスクの
大きさ

資産
価値

脅威
インパクト

脆弱性の
度合い

×＝ ×

リスクレベル算定ロジックの例

リスク分析手法のバリエーション

・定性的リスク分析（例：FTA – Fault Tree Analysis ）
・定量的リスク分析（例：ALE – Annual Loss Expectancy ）
・ベースラインアプローチ
・詳細リスク分析
・組み合わせアプローチ など

定量的リスク分析手法の例

年次損失予測
（ALE）

単一損失予測
（SLE）

年次発生頻度
（ARO）

＝ ×



23

1-5．情報セキュリティリスクの対応
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情報資産の識別

情報資産の評価 脅威・脆弱性の識別・評価

リスク算定

リスク評価

リスク対応

リスク受容

リスクアセスメントの全体プロセス：リスク対応
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問い合わせ窓口
の設置と運用

原因と影響の
調査

ネットワークや
システムの停止
による業務効率
の低下

代替サービス等
の手配

ブランド・イメ
ージの低下

詐欺などによる
2次被害

インシデントの被害や影響
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リスク評価・対応：リスクマトリックス

影
響
度

発生可能性

回避

低減
（最適化）

移転

保有

「影響度」「発生可能
性」の高いリスクの低
減・移転・回避を実施

影響度や発生可能性を考慮して、「リスク対応」を選択する。
いくら「リスク対応」をしても、リスクは「0」にはならない。
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「リスク対応」と「リスク受容」

○リスク対応

・リスク回避： リスクの有る状況に巻き込まれないようにする意思決定、又は
リスクのある状況から撤退する行為。

・リスク低減（リスク最適化）： リスクに関連して、好ましくない結果及び
その発生確率最小化し、かつ、好ましい結果及びその発生確率を最大化するプ
ロセス。（リスクに伴う発生確率もしくは好ましくない結果又はそれら両方を
小さくするために取られる行為）

・リスク移転 ：リスクに関して、損失の負担又は利益の恩恵を他者と共有する
こと。（リスクに関して、損失の負担を他者と共有すること）

・リスク保有：あるリスクからの損失の負担又は利得の恩恵の受容

○リスク受容

「リスク受容」とは、リスク対応で残ったリスクを受け入れること。
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1-6．攻撃者の種類
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内部犯

外部犯

産業スパイ 従業員

スクリプトキディ ハッカー テロリスト

犯罪者 元従業員

金銭・情報取得

自己顕示・趣味

政治的主張

怨恨

戦争

インサイダー

攻撃者の種類
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動機
Motive

機会
Opportunity

手段
Means

不正行為によって何らかの利益が得られる

不正行為が可能な状態
タイミングが存在する状態

不正行為が可能な方法・手段が存在する状態

この3要素の全て、もしくは一部をなくすことで、セキュリティ対策の効果が
高まる

不正は、「動機」「機会」「手段」の3要素の結びつきにより発生する

攻撃の「動機・機会・手段(MOM)」
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不正を完遂するための手口であり、
不正時の経験から得られる行動パターンである。
一番効果的な手口を学ぶまで、その手口は変化する。

FBI Law Enforcement Bulletin   https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/134597NCJRS.pdf

JSOC insight vol.11   http://www.lac.co.jp/security/report/2016/05/17_jsoc_01.html

インターネットからの攻撃通信による重要インシデントの内訳

不正(攻撃)の手口は
常に変化する

MO(Modus Operandi;手口)



32

1-7．不正行為者の特徴
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不正行為者には、ある程
度の共通した行動特性があ
る。

不正行為が行われた場合
は、何らかの「前兆」や

「痕跡」がある。

不正行為者のプロファイリング
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・今までに、所属組織や周囲にウソをついていた。（または、
あまり話したがらない）
・経歴の詐称
・転職者の場合、以前の職場の退職理由の詐称
・不正を行う動機が存在する
・金銭的に困っている
・組織や内部の人間に、不満を持っている

不正行為者の特徴
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「不正のトライアングル」

機会

動機・
プレッシャー

正当化

不正行為を実行する主観的事情。
自分の希望をかなえたり、悩み
を解決したりするため。

不正行為の実行を可能ないし
容易にする客観的環境。
モニタリングの欠落。管理の
形骸化など。

自分の不正行為の実行を是認し
ようとする主観的事情。
「みんな、やってる」「これ
くらいなら許されるだろう」。
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1-8．攻撃者・不正行為者の目的
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金銭 不満・怨み 諜報活動

サイバー攻撃の主な目的
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金銭・諜報活動目的の攻撃

攻撃者

攻撃が見えづらくなる

不正アクセスやウイルスで、
ひっそり、重要情報を盗む
ぞ。

攻撃に気づきにくくなる。

そして、攻撃が見えなくなる
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研究 調査 技術

サイバー攻撃で狙われる情報

「個人情報」だけが狙われているのではない。
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1-9．攻撃の全体的プロセス
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1.情報収集

2.偵察行為

3.侵入・攻撃

4.事後処理

nslookupやwhoisコマンド、検索サービス等を使い
攻撃対象のIPアドレスやネットワークレンジを調査

攻撃対象にポートスキャン等を行い稼動サービスや
使用しているソフトウェア等を調査

パスワードクラックや脆弱性の悪用により、
侵入、攻撃(重要情報取得、コマンド実行)等を実施

侵入の隠蔽(ログ改ざん)、踏み台として悪用、
次回の侵入に使用する裏口の作成等を実施

サイバー攻撃の一般的プロセス
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侵入・攻撃

プロセスの
全体像

事後処理侵入・攻撃偵察行為情報収集

概要 ターゲットに攻撃を実行する

攻撃元による
分類 ローカル攻撃

攻撃の様相
による分類

リモート攻撃

ログイン状態から攻撃を実行

ネットワーク越しに攻撃を実行

受動的攻撃

能動的攻撃

罠を仕掛けて、攻撃対象が罠にかかるのを待つ

攻撃者自らが、攻撃を仕掛ける

攻撃の種類
侵入 使用不能攻撃

権限昇格 破壊・汚染
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事後処理

プロセスの
全体像

事後処理侵入・攻撃マッピング情報収集

概要
侵入に成功したホスト上で目的を達成するほか、次回以降の侵入に備え
てコントロールを確実に掌握し、侵入の痕跡を消去する

侵入後の行動
パターンの例

データ
奪取

バックドア
設置

データ
改ざん

不正
中継

目的のデータファイルや、アカウント情報が含まれる
ファイル（パスワードファイルなど）を奪取する

データファイル、ログデータ、プログラムファイル、シ
ステム設定やアカウントの追加・変更等を実施する

次回以降よりスムーズに侵入できるようにするための裏
口（バックドア）を設置する

侵入したシステムを踏み台として別システムを攻略する
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1-10．攻撃のプロセスモデル
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サイバー攻撃における攻撃者の一連の行動を、軍事行動に当てはめて示した
モデル。

早期段階で攻撃を検知し、サイバーキルチェーンを断ち切ることで被害を防ぐ
ことが可能となる。

「サイバーキルチェーン」モデル
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「サイバーキルチェーン」の各段階

攻撃の段階 概 要

1.偵察 インターネットなどから組織や人物を調査し、対象組織に関す
る情報を取得する。

2.武器化 エクスプロイトやマルウェアを作成する。

3.デリバリ なりすましメール（マルウェアを添付）を送付する。
なりすましメール（マルウェア設置サイトに誘導）を送付し、
ユーザにクリックするように誘導する。

4.エクスプロイト ユーザにマルウェア添付ファイルを実行させる。
ユーザをマルウェア設置サイトに誘導し、脆弱性を使用したエ
クスプロイトコードを実行させる。

5.インストール エクスプロイトの成功により、標的がマルウェアに感染する。

6.C&C マルウェアとC&Cサーバを通信させて、感染PCを遠隔操作す
る。新たなマルウェアやツールのダウンロードにより、感染拡
大や内部情報の探索を試みる

7.目的の実行 探し出した内部情報を、加工（圧縮や暗号化等）した後、情報
を持ち出す
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インシデント
（結果）

兆候
（原因）

インシデント

インシデント

インシデント

インシデント

インシデント

被
害
・
影
響

(

短
期
／
中
長
期
／
イ
メ
ー
ジ)よく見えている

ほとんど見えていない

シナリオ思考

非対称性

Copyright ©LAC Co., Ltd. All Rights Reserved.

攻撃者や攻撃をより理解するために

「敵」を知る。「敵の手口」を知る。そして、「脅威」や「インシデント」

の連鎖関係を知ることが、セキュリティ対策をする上で重要となる。

・シナリオ思考（多くの不確実性要素のある中でも、予測し、対応する能力）
・非対称性（不正／攻撃をする側との見え方の違い）への適応
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第2章．サイバー脅威の主な手口・前編
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2-1．情報収集(1)
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「ポートスキャン」による情報収集

攻撃の準備として、攻撃対象の稼動しているサービスを調べる活動。

ポートスキャンツール(ポートスキャナー)により、稼動中のサービスポート
を確認することができる。OS情報等が推定できる場合もある。

これにより、 「外部から対象サーバへアクセスが可能か？」
「脆弱性のあるサービスが動いていないか？」などがわかる。

わかった情報を、実際の攻撃手段に結び付けていく。
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ポートスキャンツール「nmap」

#nmap 192.0.2.1    -p 1-1023 -O

Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-05-20 11:03 JST
Nmap scan report for 192.168.5.37
Host is up (0.00035s latency).
Not shown: 1011 closed ports
PORT    STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
23/tcp open  telnet
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:70:1E:1D (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.79 seconds

←ウェルノウンポートとOSを調査

ポートスキャンツール
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nmapのオプション

#nmap <IPアドレス/IPアドレスレンジ> -<オプション>

-P
ポート指定オプション

-O
OS特定オプション

-r
昇順にポートを調べる

-sT
TCP Connectスキャン

-sS
TCP SYNスキャン

-sU
UDPポートスキャン

-sl
ゾンビホストのIPアドレスを使い調査

-T  
Tの直後に0～5を指定可能。
数値が大きくなるほどスキャン速度が速
くなる

-v
冗長オプション。詳細に情報を表示

--script <スクリプト名>
NSE:Nmap Script Engineの利用

-n
DNS逆引きを行わない

-R
DNSの逆引きを行う

-Pn
Pingを送信しない

-PR
ARPパケットを送信する

-sn
ホスト検出を行うが、
ポートスキャンを行わない

ポートスキャンツール
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2-2．情報収集(2)
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#whois 210.227.77.239
～省略～

Network Information:            
a. [Network Number]            210.227.77.192/26
b. [Network Name]              LAC-IDCNET
g. [Organization]                  LAC Co.Ltd
m. [Administrative Contact]   JP00095480
n. [Technical Contact]           JP00095480
p. [Nameserver]
[Assigned Date]                    2013/10/09
[Return Date]                   
[Last Update]                       2013/10/09 10:26:02(JST)

Less Specific Info.
----------
NTT COMMUNICATIONS CORPORATION

[Allocation]                               210.227.0.0/16
Open Computer Network

SUBA-131-X68 [Sub Allocation]               210.227.77.0/24

whoisコマンド

ｗhois：コマンド



55

whois http://whois.jprs.jp/

ネットワーク名、組織名、管理者とその連絡先、
ホームサーバー、等を知ることができる。

ｗhois：コマンド
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2-3．情報収集(3)
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検索エンジンによる情報収集
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検索オプション（検索演算子）
1. site：URL特定のサイト内を検索

site:http://www.lac.co.jp  “セミナー” 

2. filetype:ファイルタイプ(拡張子)を指定して検索

filetype:do “login”

3. related:Googleが関連があると判断したURLを表示

related:http://www.lac.co.jp   

4. cache: Googleがキャッシュとして保持しているデータを閲覧可能

cache:http://www.lac.co.jp  

検索エンジンによる情報収集
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匿名FTPサーバで重要情報が公開されていることへの注意喚起
株式会社ラック 注意喚起情報 http://www.lac.co.jp/security/alert/2016/05/13_alert_01.html

index of parent incoming inurl:ftp

匿名FTPサーバを検索する

検索エンジンによる情報収集
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1. hostname：ホスト名を指定して検索

hostname:www.lac.co.jp

2. 国を指定して検索

country:jp password  

3.  ポートを指定して検索

port:445 windows

検索対象 補足

IPアドレス -

ホスト名 FQDN(完全修飾ドメイン名)

ドメイン所有者情報 whoisコマンドの結果

位置情報 国名、都市名、経度・緯度

ポート番号 ＋プロトコル名

OS バナーから判断された情報

バナー情報 バナーの特長的な文字列

SHODAN

サーバ
複合機
テレビ会議

クロール/バナー取得

応答(バナー取得)

検索

蓄積している
情報を提供

検索エンジンによる情報収集
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2-4．情報収集(4)
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nslookupコマンド

digコマンド

#nslookup www.lac.co.jp
Server:         192.168.5.x
Address:        192.168.5.x#53
:
Name:   www.lac.co.jp
Address: 210.227.77.239

#dig www.lac.co.jp    
～省略～
www.lac.co.jp.          3190    IN      A       210.227.77.239

;; AUTHORITY SECTION:
lac.co.jp.              3190    IN      NS      dns-02.lac-asp.com.
lac.co.jp.              3190    IN      NS      dns-01.lac-asp.com.
lac.co.jp.              3190    IN      NS      dns4.dion.ne.jp.

;; ADDITIONAL SECTION:
dns4.dion.ne.jp. 1280 IN      A       210.172.64.112
dns-01.lac-asp.com.     83360 IN      A       210.227.77.254
dns-02.lac-asp.com.     83360 IN      A       210.227.77.253

コマンドによる情報収集(1)
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C:¥Users¥lac>tracert google.com

google.com [216.58.197.206] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:

1     1 ms <1 ms <1 ms example.com [192.168.5.1]
2     2 ms 1 ms 5 ms xxx.xxx.xxx.1
3     1 ms 1 ms 1 ms xxx.xxx.xxx.2
4     1 ms 1 ms 1 ms xxx.xxx.xxx.3
5     2 ms 1 ms 1 ms xxx.xxx.xxx.4
6     2 ms 1 ms 1 ms xxx.xxx.xxx.5
7     3 ms 3 ms 2 ms 210.227.234.246
8     2 ms 2 ms 2 ms 216.239.54.3
9     5 ms 3 ms 3 ms 72.14.233.223
10     2 ms 2 ms 2 ms nrt13s48-in-f14.1e100.net [216.58.197.206]

トレースを完了しました。

tracert/traceroute コマンド

コマンドによる情報収集(2)
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順位 ①初期調査 ②探索活動 ③感染拡大

1 tasklist dir at

2 ver net view reg

3 ipconfig ping wmic

4 systeminfo net use wusa

5 net time type netsh advfirewall

6 netstat net user sc

7 whoami net localgroup rundll32

8 net start net group -

9 qprocess net config -

10 query net share -

～JPCERT/CC「攻撃者が悪用するWindowsコマンド」

攻撃者が悪用するコマンド
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2-5．主な攻撃の種類
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Attacker

Intranet

DMZ

侵入のイメージ

Internet

mail Web DNS

ERP mail Data Base

《STEP1》
公開Webサーバのセキュリティホールを
悪用してWebサーバに侵入

《STEP2》
公開Webサーバを踏み台
として内部DBサーバの情
報を奪取
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非公開を想定するサイトのアクセス制御の不備などから管
理画面を不正に操作し、コンテンツを不正に改ざんされる
などの被害事例があります。
また、ネットワーク帯域に負荷をかけることで、DoS
（サービス不能攻撃）なども考えられます。

管理画面を
不正利用

内部システム
から情報を取得

攻撃者

Webサーバ

コンテンツ

内部システム

ネットワークにおける攻撃のイメージ
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様々なソフトウェアの脆弱性を悪用し、シス
テムコマンド実行などによって、様々な被害
が発生。他システムへの攻撃の踏み台なども。

②情報漏えい

③ 内部システムを攻撃
（踏み台）

攻撃者

Webサーバ

外部

内部システム

ソフトウェアにおける攻撃のイメージ
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2-6． DoS攻撃
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「DoS（Denial of Service）攻撃」とは、攻撃対象に大量の通信を送る、
大量のコネクションを確立する、ソフトウェアのバグをつく等の手段により、
サービス提供の停止を狙う攻撃。

攻撃により、
通信量やサーバのリ
ソース消費が高まり
サービスが停止する

大量の通信・コネク
ション要求

DoS攻撃(サービス拒否攻撃)



71

「Ping of Death攻撃」とは、攻撃対象に大量または不正なPingを送り、
サービス提供の停止を狙うDoS攻撃の一種。
「Ping」は、もともと相手のコンピュータが応答するかどうかを調べる単純
なプログラム（コマンド）。「Ping of Death」攻撃はこれを使って規定の
サイズを遥かに超える巨大なIPパケット(例：オフセット値65535以上)を
相手に送り付け、対象のコンピュータやネットワーク機器等をダウンさせて
しまう攻撃である。

対象がダウン

巨大なサイズのPing

Ping of Death攻撃
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2-7．DDoS攻撃(1)
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・方法は大きく分けて2種類
- 処理が追いつかないほどの大量のデータを送り込む （ネットワーク
帯域の消費、システム領域の消費、など）
- バッファオーバフローなどの脆弱性を利用してプロセスをダウン

・DoS攻撃は攻撃者の利用するコンピュータから大量の通信を送り込む方
法だが、DDoS攻撃は成功率や効果を高めるために、複数のコン
ピュータから同時に攻撃を行う

攻撃者

攻撃者

ボット感染
ターゲット

ターゲット

DoS DDoS

DDoS(分散DoS攻撃）
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攻撃者 Server

SYN LISTEN

SYN

SYN

SYN

SYN

多量のSYNパケットを送信

ACKパケットがClientから帰っ
てこないため、大量のメモリを
消費する。

受信したSYN分のSYN－
RCVD状態

SYN Flood攻撃
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2-8．DDoS攻撃(2)
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偽造 ICMP Echo Request

送信元：Ｂ(標的ホスト)のアドレス
送信先：Ａのブロードキャスト

アドレス

攻撃者

A.

踏み台
ネットワーク

B.
攻撃対象
ネットワーク

Ａ．ネットワークに存在する
ホスト数分のICMP Echo 
Reply を送信

Smurf攻撃
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企業等のサーバー等
（オープンリゾルバ状態）

攻撃者

SOHO、家庭のルーター等

攻撃対象の
サーバー等

送信元を、攻撃対象のアドレス
に偽造してリクエストを送信

リスエストの数十倍のサイズ
のデータを攻撃対象に送信

同様の攻撃は、
NTP,SNMP,SSDP, TFTP

でも。

リフレクション攻撃
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2-9．DDoS攻撃(3)
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・Slow HTTP攻撃：
長時間にわたってWebサーバがコネクションを維持してくれる性質を

悪用してパフォーマンスを浪費させる攻撃。

・メール爆弾(ボム)攻撃：サイズの大きいメールや大量のメールを送り付け
る攻撃。

・Teardrop攻撃：分割されたIPパケットを再統合する際パケットの重複を
うまく扱えないTCPの実装上の問題を利用した攻撃。

・Land攻撃：攻撃者が送り主と送信先を一致させたパケットを送りつける
と無限ループにはまるなどの脆弱性を利用した攻撃。

主なその他のDDoS攻撃
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攻撃代行業者

（踏み台）
ボットネット

ターゲット

攻撃代行請負サ
イト（ロシア、
韓国など）

攻撃依頼者

パターン(2)
攻撃代行業者に依頼

パターン(1)
ネットに公開されている攻撃
ツールで自ら攻撃

攻撃者
（スクリプトキディ）

（踏み台）
ボットネット

ターゲット

スキルが低くてもDDoS攻撃が可能
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/111703414/

デジタルビデオレコーダー、
防犯カメラ、プリンター等

IoT機器を踏み台にした大規模DDoS攻撃
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2-10．フィッシング



83

平成27年(2015)年は、1,495件、30億7,3000万円のインターネット
バンキングでの被害が発生。法人口座の被害額が増加し過去最悪を記録。
スマートフォン等にSMSを送り、偽サイト（フィッシングサイト）に誘導
する手口も確認されている。

偽サイトに
口座情報等
を入力

偽サイトへ誘導するメッセージ

取得した情報をもと
にサービスを不正利
用し送金

被害者の多くがセ
キュリティ対策を実
施していなかった

偽造サイトに誘導
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フィッシング詐欺メールの例

認証情報（ID、パスワード、暗証番号等）
を窃取しようとしている。

見分けるのは難しい。
しかし、どこかが
「不自然」。
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フィッシング詐欺メール：SMS

お知らせ「ヤマト運輸の社名もしくは類似名称を名乗る迷惑メールについて」

http://www.kuronekoyamato.co.jp/info/info_100326.html
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2-11．Web改ざん(1)
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改ざん

①「見た目の改ざん」
ページ表記が書き換わる

②「仕組みの改ざん」
ページ表記は変わらない

正規のWebサイト

「Web改ざん」の2つの分類



88

・システム管理者のパソコンに感染し、管理用のＩＤとパスワードを盗まれる

・ホームページを書き換えられ、感染を広げるためにウイルスを埋め込む

組織Ａ

①ウイルス
感染

※システム管理者が利用するFTPログインのIDとパスワードを盗まれる

組織Ｂ

自宅
②ホームページ
にアクセス

③ウイルス感染

④IDとパスワードを
盗まれる※

⑤IDとパスワードを
使ってホームページ
を改ざん

⑥ウイルスを
埋め込まれる

⑦さらに被害
は広が

る・・・。

システム
管理者

マルウエアを利用した改ざん
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2-12．Web改ざん(2)
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水飲み場型攻撃（watering hole attack）

90
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CMS

改ざん

脆弱性、
運用の不備

誘導

悪意のサイト

「CMS(Content Management System)」とは、インターネット上もし
くはイントラネット上のWebサイトのコンテンツ（Webページ、テキスト
や画像など）を統合的に管理し、Webサイトを構築できるシステム。

運用が簡単なため、Webの知識がなくても利用できる。その運用の不備
を突いた改ざんが、近年多発している。

CMSを狙ったWeb改ざん
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第3章．サイバー脅威の主な手口・後編
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3-1．盗聴(1)
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送信者 受信者

盗聴者

平文

容易に内容を
閲覧可能

盗聴

平文通信

暗号通信

送信者 受信者

盗聴者

暗号文

盗聴 ？
暗号化 復号

盗聴：暗号化されていない通信を狙う
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パケットキャプチャー

・パケットアナライザーを使用することで、ネットワークを流れるパケットを捕捉
し、分析することができ、悪用すれば「盗聴」となる

キャプチャしたパケットの

一覧。時間順に並んでいる。

プロトコル階層別に解析し
て表示された詳細画面。

16進法で表示された詳細画
面。

http://www.wireshark.org/

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/
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3-2．盗聴(2)
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無線ネットワークのスキャンツール

無線ネットワークのスキャンツールを利用して、セキュリティの設定のな
いアクセスポイントがないかどうか、電波がどこまで届いているか、
ESSID、WEP、MACアドレス制限などの基本的なセキュリティ対策がで
きているかどうか、などをテストする。

主なツールには、 「NetStumbler」「Kismet」などがある。

http://www.netstumbler.com/ http://www.kismetwireless.net/



98

ツールにより、アクセスポイントのMACアドレスSSID (ESS-ID)、ネットワーク
の名称使用している周波数のチャンネル、無線ＬＡＮカードのチップセットのベン
ダー（メーカー）名、WEP暗号の使用 / 未使用、インフラストラクチャ / アド
ホックモード、信号のレベル（強弱）、電波のノイズレベル、などを知ることがで
きる。

GPSなどと組みあわせ、「ウォードライビング」なども行われる。

「ウォードライビング」
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暗号化されているも
のとされていないも
のがある

公衆アクセスポイントの通信
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3-3．パスワード解読(1)
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パスワード認証が施されている、サービスやアプリケーションに接続し使用
されているアカウント名/パスワードの組み合わせを調査する攻撃

root/root

root/toor

root/lac

root/ssh

ログイン後サービスの
不正利用
/正規ユーザのアカウ
ントロック

総当り(ブルートフォース)攻撃
あるアカウントに英数字・記号全ての組合わせのパスワードを入力する攻
撃

逆総当り(リバースブルートフォース)攻撃
アカウントロックを防ぐため、1つのパスワードで次々にアカウント名を
変えてログインを試みる攻撃

パスワード解読
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製品やインターネットのサービスなどでデフォルト（初期設定）で使用され
ている、または、ユーザーがよく使いそうなログインIDとパスワードの組み
合わせを「辞書」として準備し入力する攻撃

suzuki/123456

辞書

suzuki/password

suzuki/suzuki

suzukit/qwerty

ログイン後サービスの不正利
用等

めんどうだなぁ

解読

「辞書攻撃」



103

3-4．パスワード解読(2)
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IPA コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[2008年9月分および第3四半
期]について
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2008/10outline.html

使用する文字の種類 使用できる文字数

最大解読時間

入力桁数

4桁 6桁 8桁 10桁

英字
(大文字、小文字区別し)

26 約3秒 約37分 約17日 約32年

英字(大文字、小文字区別あ
り) + 数字

62 約2分 約5日 約50年 約20万年

英字(大文字、小文字区月あ
り)+記号

93 約9分 約54日 約1万年 約1千万年

※すべての組み合わせを試すために必要な時間を計算。記号は31文字使用できるものとし
た。使用パソコンOS：Windows Vista Business 32bit版、プロセッサ：Intel Core 
2 Duo T7200 2.00GHz、メモリ：3GB

パスワードの強度
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別のWebサイトなどから入手したユーザーIDとパスワードのリストを使っ
て不正ログインを試行するする攻撃

②リストを入手

ID/パスワードのリスト

①攻撃による情報窃取、
事故による情報漏えい等

ID パスワード

sato Z8j_%7G

suzuki 78¥Ckb#2

Yamamoto )6Tp50=Q

････ ････

会員制SNSサイト

ニュースサイト

ショッピングサイト

「リスト型攻撃」
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3-5．マルウエア(1)
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マルウエアの種類

マルウエアは、その特性や挙動からいくつかの類型に分類できる。

ウイルス ワーム トロイの木馬 rootkit

ボット

・「マルウェア」とは、重要データの破壊や奪取、リソース消費、コン
ピュータの遠隔操作等を意図した、”悪意あるプログラム”の総称である。

・別称としてコンピュータウイルス、不正プログラムなどと呼ばれる。

キーロガー スパイウェア ダウンローダー
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BOTNET

ボット （BOT）

・コンピュータを悪用することを目的に作られた悪性プログラム。
・攻撃者は、インターネットを通じて感染コンピュータを外部から遠隔操作するこ
とが可能。

・迷惑メールの大量配信、特定サイトへの攻撃等の迷惑行為をはじめ、コンピュー
タ内の重要情報を盗み出すスパイ活動を行う。

混入経路 ワームやウイルスの感染形態と同様
・ファイル経由、ネットワーク経由で感染活動が行われる

ゾンビPC（ボットに感染したPC）

指令サーバ

攻撃者

・ボットに感染したPC（ゾンビPC）は、
BOTNETと呼ばれる独自のネットワークを
形成

・指令サーバから攻撃指令に基づき、利用者
の意思と無関係に活動

・感染すると、ウイルス対策ソフト
ウェアやアップデート機能
（Windows Updateやウイルス
定義ファイルの更新）が無効化さ
れる
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3-6．マルウエア(2)
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「標的型攻撃（Targeted Attack）」とは、特定の組織内の情報を狙って
行われるサイバー攻撃の一種。

メールの添付ファイルやウェブサイトを利用してPCにマルウエアを感染
させ、遠隔操作し重要情報を窃取する攻撃。

標的型攻撃メール

指令サーバ

※ 添付ファイルの開封/webサ
イトへのアクセスにより感染

命令

情報を送信

アクセス

ダウンロード

「標的型攻撃」とは
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被害組織

指令サーバ

メールによる
標的型サイバー攻撃

だまされて
クリック！

感染！

情報保管場所
ウイルス感染

攻撃者

重要情報

「標的型攻撃」の流れ
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社内から送信されたような本文であるが、

メールアドレスがフリーメールアドレスである。

アイコンがWordの形式に、偽装された

ファイルである。

日本語では使わない

文字フォントが使用されている。

「標的型攻撃」メールの例
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3-7．マルウエア(3)
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端末内のファイルの暗号化やロックにより、閲覧・編集・実行をできな
くする。その復元や解除のために「身代金(Ransom)」を払うことを
要求する機能を持つマルウエア(Malware)。

②復元や解除のため、
身代金支払い

①ファイル暗号化・端
末ロック

ランサムウエア(Ransomware)
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～IPAセキュリティセンター

＜事例＞｢WannaCry｣:2017年5月
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「JSOC INSIGHT vol.11」～ラック、2016年5月17日
http://www.lac.co.jp/security/report/pdf/20160517_jsoc_m001t.pdf

元に戻したければ、
金を払え！

払わなければ、
ファイルをさらす！

ランサムウエア:身代金の要求
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3-8．マルウエア(4)
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ルートキット（rootkit）

攻撃者が次回の侵入を容易にするツールや、ログ削除ツール、攻撃者
（セッション、ネットワーク接続、ファイル、プロセス他）の存在を隠蔽
するツールなどが含まれる。

混入経路 侵入に成功した攻撃者による設置、媒体からの混入

？利用者や管理者は、
攻撃者の存在に気づ
けない

攻撃者は、隠蔽されたプ
ロセスにより、痕跡も残
さずに活動が可能に

118
Copyright ©LAC Co., Ltd. All Rights Reserved.
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その他のマルウエア

・利用者のプライバシー情報を収集し、外部に送信するプログラム

・フリーソフトとともに導入されるケースが多い

・アンチウイルスソフトで検知されず、削除が困難なケースもある

スパイウェア

・利用者のキーストローク（キーボード入力）をひそかに記録し、外部
に送信するプログラム

・他の不正プログラム（ウイルス・ワーム・トロイの木馬・スパイウェ
ア・BOT）が一機能として持っているケースが多い

キーロガー

・インターネット上の（悪意ある）Webサイトから、不正プログラムを
ダウンロード・インストールするプログラム

・形態は様々であり、Webサイトにアクセスしただけで自動実行される
JavascriptやActiveXコントロールの形態をとるものもある。

ダウンローダー

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

Password

Card No.

History
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3-9．その他の脆弱性を突く攻撃
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ユーザから与えられたデータ

Buffer 1 Buffer 2

関係のないBuffer2の領域を上書きしてしまう

ユーザから与えられたデータ

・データをバッファへコピーする際、コピー元のサイズが、コピー先のバッファの
サイズより大きい場合、構わず関係のないメモリ領域を上書きする。

・データのコピーなどでメモリ領域が壊れてしまった状態を、バッファオーバーフ
ロー状態という。

・サイズチェックをせずに、文字列コピーをすることで、バッファオーバーフロー
状態に陥ることが多い。

バッファオーバーフロー攻撃



122

SQLインジェクション

ID:yamada
PW:pw001

Select * from USER where 
ID=‘yamada’and pass=‘pw001’

ID:111’ OR ‘A’=‘A’; --

PW:111

Select * from USER where 
ID=‘111’ OR ‘A’=‘A’; --’and pass=‘111’

Yamadaユーザの情報を含むページ Yamadaユーザの情報

全ユーザの情報全ユーザの情報を含むページ

Webサーバ DBサーバ

Webサーバ DBサーバ

利用者

攻撃者

正常な例

攻撃例
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クロスサイトスクリプティング(1)

入力画面から確認画面へ遷移

ユーザ名に yamada と入力して送信
すると、確認画面では、入力した
yamada という文字が表示されます。

攻撃対象がサーバではなく、ユーザのWebブラウザ。攻撃者は利用者のWebブラ
ウザ上に悪意のスクリプトを送り込み、実行させる。

正常な例

<form method=post 
action="commit.asp">
<table border=0>
<tr>

<td>Username</td>
<td>yamada</td>

</tr>

HTMLソース
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クロスサイトスクリプティング(2)

Login Name欄に以下の文字列を入力

<script>alert(document.cookie);</scr
ipt>

alert() ： ダイアログを表示する命令
document.cookie ： Cookieの値

Login nameに入力を行ったＰＣが
保持しているCookieの値がダイアロ
グで出力されます。

<form method=post action="commit.asp">
<table border=0>
<tr>
<td>Username</td>

<td><script>alert(document.cookie);</script></
td>
</tr>

HTMLソース攻撃例
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クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）

・主にCookieやBasic認証などブラウザが自動的に送信するパラメータでセッショ
ン管理を行っているWebシステムで発生

・一般的な脅威は、「なりすまし」
・強制的に攻撃者の指定した動作を「正常動作のように」実行してしまう

Webサーバ

①：サイトに正しくログイ
ン
正しいCookie発行

③：偽の入力情報を送信
このとき、正しいCookieも
自動で送信

②：被害者を誘導
偽の最終確定処理を
行わせる

被害者

攻撃者

④：偽の入力情報と
正しいCookieの組み合
わせで処理を実行
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3-10．ソーシャルエンジニアリング
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攻撃や不正行為をするた
めに必要となる重要な情報
を、IT技術を使用せずに盗
み出す方法。

その多くは人間の心理的
な隙や行動のミスにつけ込
みだますもの。

「ソーシャルエンジニアリング」とは
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なりすまし
誰かになりすます
・企業の役員
・システム管理者
・テールゲート

など

コミュニケーション 巧みなコミュニケー
ション
・会話、電話
・メール
・blog、BBS
など

詐欺
相手をだます
・信頼性
・脅迫
・緊急性

など

盗み見 情報収集を行う
・ごみ箱あさり
・ショルダーサー
フィン

・付箋を盗み見る
など

ソーシャルエンジニアリングの手法
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・なりすましにより、電話でパスワードを聞きだす
・肩越しにキー入力を見る(ショルダーハッキング)
・ゴミ箱をあさり、重要書類やメディアを探す(トラッシング)
・偽の緊急連絡先を用意する。

⇒トラブル時に、焦らせ攻撃者に情報を伝えさせる。
・SNSのIDやアカウント情報を掲示板に書き込む。

⇒攻撃者のアカウントに連絡させる

あらかじめ仕掛けをしておき、ターゲットがその仕掛けを踏むことで、
情報を盗み出すことも。

ソーシャルエンジニアリングの例
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3-11．内部不正
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分 類 内 容

違反・不正 意図的にルールを破る違反行為

怠慢 不正目的ではないが、決められた内容を実施しない

不注意 ついうっかりのミス、エラー

その他 やり方が違う、遅い、など。リテラシーやスキル不足

主な人的脅威
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不正な情報の持ち出し

金銭の取得や私的利用のために、内部犯が組織内にある情報を取得する。
情報の流出が発覚すると、原因調査、賠償などの対応により業務が停止する
場合がある。

情報の私的利用や販売原因調査・賠償

<発生要因>
職場環境や処遇の不満
アクセス権限の不適切な付与
システム操作記録と監視の未実施

内部不正の例
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不正行為の分類

分類 概要 不正行為の例

1 システム破壊
(IT Sabotage)

特定個人、組織（組織のデータ、シス
テム、日常業務を含む）に損失を与え
るという意志に基づいた悪意ある行動

システムの破壊・改ざん

2 知的財産の窃盗
(theft of IP)

機密や知財に関連する情報などを組織
から盗み出す

顧客情報等の職務で知りえ
た情報の持ち出し

3 システム悪用
(fraud)

組織の財やサービスをごまかし
(deception)やペテン(trickery)で
手に入れる

個人情報を売買するなど職
務で知りえた情報の目的外
利用

4 意図しない内部不正
(Unintentional 
Insider Threat)

悪意のない内部者が、誤った相手に電
子メール・FAXを送信する、誤ってイ
ンターネット上に公開する、紙媒体や
可搬記録媒体を紛失・廃棄・盗難され
る

うっかりミスや不注意によ
るルールや規則の違反

5 その他
(miscellaneous)

上記にあてはまらないケース 上記以外のなんらかのルー
ルや規則の違反

「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査-調査報告書-」IPAセキュリティセンター、
2016年3月
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4-1．サイバー攻撃対策(1)
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標的型攻撃等、脅威の理解が足りなかった（想定なし）

ファイアウォール設定の管理者アカウントのパスワードがデ
フォルトのまま

ファイアウォール設定も、実は”ANY-ANY”だった

OS・アプリケーションの最新パッチの未適用

ウィルスチェック、定義ファイルの未適用

Webアプリケーションの脆弱性への未対応

ID、パスワードの使いまわし

不正な外部通信に対しての対応の遅れ

インシデント発生時の報告体制の未整備

原因の多くは、システム運用における基本的対策の不備

主なインシデントの原因
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DMZ（公開セグメント）

LAN（イントラネット）

ルータ

ファイアウォール IDS/IPS

アプリケーションサーバ

ゾーニング

Webサーバ

インターネット

境界を作ることにより、攻撃の難易度を高め、攻撃者の時間を浪費させる／

検知・対応の時間を稼ぐことができる。

セキュリティ設計：境界防御
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ファイアウォール

対策3

対策2

対策1

情報

資産
脅威 STOPSTOP

セキュリティ設計：多層防御

セキュリティ対策を多層にすることにより、より強固なセキュリティとなる。
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単一障害点と対策（冗長経路）

コンピュータA コンピュータB

冗長経路

138

「単一障害点」を作らない、放置しないことがセキュリティ対策としても重要。
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4-2．サイバー攻撃対策(2)
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調達／開発 インプリメント
／アセスメント

運用／保守 廃止開始

セキュア設計・構築のあり方

調達／開発 インプリメント
／アセスメント

運用／保守 廃止開始

後付けのセキュリティ対策

早い段階のセキュリティ対策

運用／保守段階で残る
脆弱性もコストも

減らせる
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手法 内容 関連する脆弱性

エスケープ処理 ユーザーの入力値をHTMLに出力する
際、意図しない操作を行われないよう、
スクリプトなどに使われる「危険な文
字」を実体参照に置き換える

SQLインジェクション

入力データ項目の
チェック

あらかじめ指定した条件（桁数、文字
種など）を満たさない入力があった場
合は、エラーメッセージを表示するな
どして処理を前に進めない

SQLインジェクション、
クロスサイトスクリプティ
ング、バッファオーバーフ
ロー

バインドメカニズム
の使用

入力データを使って文字列を組み立て
る際に、文字列連結演算を使用せずに
SQL分に文字列を埋め込む。コード
中にあらかじめ予約した場所（プレー
スホルダー）を用意し、そこに入力値
を入れる

SQLインジェクション

スタック領域の保護 ユーザーの入力値を入れる領域（ス
タック）を超えるような入力があった
場合、処理を止める設定をしておく

バッファオーバーフロー

セキュアコーディングの手法の例



142

これらを組み合わせて、実施することが重要かつ効果的である。

構成管理

情報収集

検査

脆弱性対策

安全性が確保されてい
るか、定期的に脆弱性
検査を実施

脆弱性に関する情報
を定期的に収集

ソフトウェア構成をあ
らかじめ把握しておく

～「情報システムの安全を維持していただくために ～脆弱性対策のお願い～」IPAセキュリ
ティセンター https://www.ipa.go.jp/files/000044738.pdf

脆弱性対策：3つのポイント
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4-3．サイバー攻撃対策(3)
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ログ管理

ログにより「アカウンタビリティ」が提供される。
・「ログ」は取得すれば良いのではない。

監査（証拠）やインシデントレスポンス（原因究明）などのために必
要である。
「ログ」が有効であるためには、「関連性」が不可欠。
「ログ」は、取るほどにボリュームは増える。

・「ログ」は、計画的に取得され、分類・個別化され、再現でき、比較・
分析でき、保全され、これらが記録されなければならない。

運用管理・分析の手段、スキルも必要。

「ログ」は何の目的で取っているのか。
監査やインシデントレスポンスのための「情報」となりうるのか。
「ログ」は過去の結果を知るだけではない。未来の予兆も知るもとにで

きる。
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SIEM

脆弱性DB

構成管理DB

報告

処理

ログ

ログ

※ SIEM：Security Information / Event Management

ログ

SIEMによるログ管理



146

・認証失敗のログが大量に出力される
・デフォルトでは取得されないことがあるため、注意が必要

パスワードクラッキング

・アプリケーションエラーのログが出力されることが多い
・脆弱性を持つサービスによって、出力の仕方が異なる

バッファオーバフロー

・Webサーバのアクセスログ、およびDBのQuery実行ログに痕跡が残る
・アクセスログには、必ずしも痕跡が残るわけではない
・DBのQueryログは、ログサイズが大きくなる傾向にあるため、注意が必要

SQLインジェクション

・マルウェアの動作によりさまざまなログが残る
・OSの機能で痕跡を見つける場合、パーソナルファイアウォールの機能が有効

マルウェア

攻撃に備えたログ管理
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構成管理DB

ハードウエア
資産情報

その他の資産
情報

ソフトウエア
資産情報

ドキュメント
情報

設定
書

マニュ
アル

SLA

構成管理
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4-4．サイバー攻撃対策(4)
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検査・診断の種類 内 容

システム及びサー
バの検査

脆弱性 脆弱性の有無、稼動しているサービス、外部からの不正侵入
の可否等

設定 サーバの設定内容、サーバの設定定義書等の確認

ネットワークの検
査

構成 ネットワーク構成、経路、ルーティングテーブルの確認

設定 ネットワーク機器(ルータ、スイッチ)やファイアウォール・
IDS(ログやアラート等)、アクセス制御リスト(ACL)、ファ
イルやシステムへのアクセス制御

OS・アプリケーションの検査 脆弱性の有無、稼動しているサービス、パッチ(更新プログラ
ム)の適用状況

製品検査 製品固有の認証方式や、製品上で稼動するOS、アプリケー
ションに存在しうる脆弱性の発見。

無線LAN アクセスポイントの設定、WiFiの状況

クライアントPC 設定状況、パッチ(更新プログラム)やウイルス定義ファイル
の適用状況

検査(診断)の種類の例
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ソースコード中に存在する脆弱性を引き起こしやすい関数を見
つけたり、構文解析などを行って脆弱性の有無を検査する

ソースコード 検査ツール 検査結果

テスト実施者

ソースコードの検査
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ウェブアプリケーションに特化した脆弱性が存在するかどうか
を検査する方法

検査対象
検査ツール

検査結果

テスト実施者

データのやりとり

ウェブアプリケーションの検査
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脆弱性などを利用して実際に組織のサーバやネットワークへ侵
入可能かどうかを検査する

組織のネットワーク

検査ツール

検査結果

テスト実施者

ペネトレーションテスト
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4-5．サイバー攻撃対策(5)
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・インシデントに体系的に対応し、適切な手順がとられる
・セキュリティ事件からの迅速且つ効率的な復旧
・サービス中断の最小化
・システムとデータの強力な防護
・法的問題への適正な対処

「インシデントレスポンス」とは、インシデントを最短の時間、

且つ最小の被害で収束させるための活動。

一般的な流れ

①準備
②検知と
分析

③封じ込め、
根絶、復旧

④事件後の
対応

「インシデントレスポンス」とは
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事務局

①攻撃動向把握

 注意喚起/脆弱性情報発信

③侵害発生/警戒体制時

 対応事務局

 対応サポート

・攻撃内容解析

・外部支援者との連携

②システムの状態評価

 状態の定期評価

 新ｼｽﾃﾑ/ｻｰﾋﾞｽ評価

 強化/改善策の提言

④その他

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ相談窓口

 ﾘﾃﾗｼｰ向上のための教育

 侵害発生時訓練

IT部門

企画部門

グループ企業

IT部門

IT部門

外部情報・協力者

事
前
対
応

事
後
対
応

そ
の
他

開発部門

運用部門

インシデント発生防止だけではなく、発生した際の対応も必要。

組織横断的に対応する体制・枠組みを整備することが重要。

広報

法務

その他

JPCERT/CC

官公庁

インシデントレスポンスのための準備
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インシデントレスポンスの体制：CSIRT

CSIRT

経営層

一般社員

広報

ＩＴ部門情報セキュリティ
部門

法務部門人事危機管理部門

総務部門

契約社員コールセンタ

顧客

グループ会社セキュリティベンダー

監督省庁

報道機関

取引先ISP

CISO

警察

JPCERT/CC
その他、関係者

インシデントレスポンスの体制は、「CSIRT（Computer Security 

Incident Response Team）」と呼ばれる。
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4-6．サイバー攻撃対策(6)
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情報資産分類 主な情報の例

経営戦略に関する情報資産 経営計画、目標、戦略、新規事業計画、M&A計画
など

顧客に関する情報資産 顧客個人情報、顧客ニーズなど

営業に関する情報資産 販売協力先情報、営業ターゲット情報、セール
ス・マーケティングノウハウ、仕入価格情報、仕入
先情報など

技術（製造含む。）に関する情
報資産

共同研究情報、研究者情報、素材情報、図面情報、
製造技術情報、技術ノウハウなど

管理（人事・経理など）に関す
る情報資産

社内システム情報（ID、パスワード）、システム
構築情報、セキュリティ情報、従業者個人情報、人
事評価データなど

その他の情報資産 上記以外の情報資産

「営業秘密管理指針」～経済産業省 知的財産政策室
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

営業秘密の類型
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管理体制の構築

営業秘密の指定・抽出

営業秘密管理（人的・物理的・技術的）の実装・見直し・運用

「アクセス制限」を実施し、「客観的認識可能性」を確実にすること。

アクセス制限：「営業秘密」に触れること（見る、使用する等）について制限
し、モニタリングする。

客観的認識可能性：（許可されていない者が）触れてはいけないことを明らか
にわかるようにしておく。

「営業秘密管理指針」～経済産業省 知的財産政策室
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

営業秘密の管理手順
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動機
Motive
の排除

機会
Opportunity

の排除

手段
Means
の排除

不正行為によって何らかの利益が得られる
（例）入手した個人情報が全件で100万円で売れる

→不正に入手した個人情報は売れない
→個人情報を売らずとも、十分な報酬がある

不正行為が可能なタイミングが存在する
（例）チーム全員が常に管理者権限でシステムを操作できる

→チーム内の限定メンバーのみアクセス可とする
→管理者権限で操作するのは限られた日のみとする

不正行為が可能な方法・手段が存在する状態
（例）管理画面へのアクセスが誰でもどこからでも可能である

→管理画面は特定の場所からしかアクセスできない
→管理画面は鍵を持っていないとアクセスできない

3要素の全て、もしくは一部を排除

「動機・機会・手段（MOM）」の排除
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あるシステムに侵入するため、または特定の対策を突破するために必要な時
間・手間のこと。「動機の排除」をするための重要なアプローチ。

高

低

ワークファクターが
高いと攻撃を断念する

ワークファクターが
低いと攻撃の動機とな

りやすくなる

「ワークファクター」
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4-7．内部不正対策
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パブリックス
ペース

廊 下

執務室会議室

外 部

これでは、い
くら管理して

も…

内部不正や違反が起こりやすい環境
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防犯環境設計(CPTED)

被害対象の強化・回避 接近の制御

監視性の確保 領域性の強化

防犯環境設計
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①簡単に、懐に入れてしまえる ⇒ 不正行為が容易である
②金額が、比較的少ない ⇒ 問題規模が小さく思える
③持ち主が不明確 ⇒ 影響が見えにくい
④ルールが曖昧である ⇒ 悪意的判断が可能になる
⑤見ている人がいない ⇒ 監視者が不在である
⑥後で発覚する可能性が低い ⇒ 表面化システムが不在である
⑦当事者に高い負荷がある⇒ 高い負荷から逃れようとする

内部不正や違反が起こりやすい状況・心理
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内部不正を防ぐ対策：状況的犯罪予防論

観 点 具体的な対策の例

1 物理的にやりにくい状況を作る 犯罪の対象物を強化すること。家庭の泥棒対策では、防犯
ガラスや不正解錠に強いカギを導入することなど。

2 やると見つかる状況を作る 死角をなくす、人々の防犯意識を高めることで、侵入する
行為が見つかる機会を増やすなど。

3 やっても割に合わない状況を作る 泥棒によって得られる利益を少なくすること。盗まれるも
のを家に置かない、名前を書くことで盗品を転売できなく
するなど。

4 その気にさせない状況を作る 泥棒する気を起こさせない対策。現金や宝飾品などが外部
から見えないようにするなど。

5 言い訳を許さない状況を作る 犯罪者に都合の良い「言い訳」を許さないようにすること。

「状況的犯罪予防論(Situational Crime Prevention:SCP)」5つの観点


