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数年前は、ウイルスに感染するなどの被害を受けると、ソフトウェアの挙動が不安定になった

り、通信が遅くなるなど、目に「見える」影響が多くありました。このため、一般の利用者であっても

脅威に気がつくことができ、対策に結びつけることができました。しかし、近年ではスパイウェアや

ボットなど、一般の利用者だけでなく、ネットワーク管理者であっても事前の対策なしには気がつ

くことすらできない、「見えない」脅威が増えています。  

 

また、各国においてネットワークの普及が進んだ結果、インターネットが社会の重要なインフラ

の一部となってきました。様々な国の社会と社会が結ばれるようになり、経済水準が相対的に高

い地域は、そうでない地域から狙われやすいといった、社会における金銭的な価値観の違いによ

り、昨年に掲げた「加速する経済事件化」に拍車がかかっています。 

 

これらの脅威に対して、安全にネットワークを利用するために利用者、管理者、開発者が対策

を心がけることの重要性が増してきました。 

利用者は、あぶない徴候を見逃さない、信頼できないソフトウェアやデータは使わない、コン

ピュータの安全を保つなど、情報セキュリティ確保のための基本的な対策を講じる必要がありま

す。管理者は、品質管理や保守作業と同様にセキュリティの体制を確保するなど、セキュリティを

考慮した日々の運用を行う必要があります。開発者は、セキュリティはソフトウェアの必須要件と

考える、安全なソフトウェアの作り方について学ぶ、初期設定は安全優先にするなど、開発段階

から製品にセキュリティ品質を作り込む必要があります。 

 

「情報セキュリティ白書 2007 年版」は、2006 年に IPA に届けられたコンピュータウイルス・不

正アクセス・脆弱性に関する情報や一般に公開された情報を基に、「情報セキュリティ早期警戒

パートナーシップ」に参画する関係者のほか、情報セキュリティ分野における研究者、実務担当

者等から構成される「情報セキュリティ検討会」で、社会的影響の大きさからセキュリティ上の 10 

大脅威を選び、利用者・管理者・開発者のそれぞれからみた脅威を分析し、今後の対策をまと

めたものです。 

本書が、近年の情報セキュリティを取り巻く状況の理解や、今後の対策の参考になれば幸い

です。 

はじめに 
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第1章 

見えなくなる脅威 
● 2006 年の傾向 

昨年から引続き情報漏えいは多発しており、減少の傾向は見られません。安易なパスワードを

狙ったウェブシステムへの不正侵入や、ウェブサイトのデータベースを狙った SQL インジェク

ション（→用語集参照）攻撃など、攻撃は増え続けており、更に金銭目的化にも拍車がかかって

います。また、Winny においては、利用者が意図せず情報流出の被害を拡大させる点が問題に

なっています。 

 

また、攻撃手法に関しては、ソフトウェアの脆弱性（→用語集参照）によってシステムを狙う手

法と、フィッシング詐欺（→用語集参照）によって人間の心理を狙う手法を組み合わせた、より巧

妙な攻撃が行われています。本来であれば、利用者はウェブブラウザのアドレスバー等を確認

することで、フィッシング詐欺から身を守ることができますが、対象のウェブサイトや利用中のソフ

トウェアに脆弱性がある場合には、画面をいくら注意深く確認しても、フィッシング詐欺の被害に

遭ってしまいます。 

 

その他にも、スパイウェア（→用語集参照）やボット（→用語集参照）など、一般の利用者だけ

でなく、ネットワーク管理者であっても事前の対策なしには気がつくことすらできない脅威が多く

なっています。例えば、このボットを拡散させる手段の一つとしてゼロデイ攻撃（→用語集参照）

を利用されるような、利用者が攻撃を受けたことに気づきにくい巧妙な手口が見られるようになり

ました。特に、これらが標的型（スピア型）攻撃（→用語集参照）との組み合わせで行われた場

合、気づくことはさらに困難です。また、ボットを利用してスパムメールが大量にばらまかれたり、

ボットネットワークを利用して不適切な設定の DNS サーバを踏み台とした大規模な攻撃が行わ

れたりしました。 

 

下記は、「情報セキュリティ検討会」が選定した、2006 年の主な脅威です。 

 

第 1 位 漏えい情報の Winny による止まらない流通 

Winny などの一部のファイル交換用 P2P（→用語集参照）ネットワークが構成する「自動回覧

ネットワーク」の存在により、個人情報ファイルなどの流出事故が起きた際に、誰でも流出ファイルの
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入手が可能な状態がいつまでも続くという事態が生じており、情報漏えい事故の被害を深刻なもの

にしています。利用者は被害の拡大に加担しないよう、P2P ファイル交換ソフトウェアの機能に注意

してください。 

 

第 2 位 表面化しづらい標的型（スピア型）攻撃 

特定の組織や個人だけを狙う標的型攻撃では、攻撃者は攻撃対象のことを十分に調査し、発

覚しないように準備をした上で攻撃するため、被害を受けても気づくことすら難しいのが現状です。

セキュリティ製品だけで被害を防ぐことは難しく、利用者の意識が重要となります。 

 

第 3 位 悪質化・潜在化するボット 

ボットは2006年も進化を続けました。より駆除が難しく、より巧妙で、より大規模なものとなっていま

す。個々人の対策だけではボットネットワークを駆逐することは難しく、ネットワーク管理者はネット

ワークの動きに十分注意する必要があります。 

 

第 4 位 深刻化するゼロデイ攻撃 

未修正の脆弱性を狙った、いわゆるゼロデイ攻撃は、2006 年になって顕著に増加し、常に気を

配る必要のあるものとなっています。特にオフィス製品において多く発生したため、文書ファイルを

開く場合には注意を要するものとなりました。 

 

第 5 位 ますます多様化するフィッシング詐欺 

フィッシング詐欺は多様化を続け、2006 年は本物のウェブサイトにアクセスしていても、そのウェ

ブサイトに脆弱性が存在したため第三者に情報が漏えいする事件がありました。利用者が注意す

るだけでなく、開発者や管理者もフィッシング詐欺を助長しないよう、気を配る必要があります。 

 

第 6 位 増え続けるスパムメール 

スパムメールは手口が変化し、ボットネットワークと組み合わせて大規模に送信されるケースが主

流となってきました。大量のスパムメールが届くため、重要なメールがその中に埋もれてしまい、本来

のメールの利用が妨げられています。 

 

第 7 位 減らない情報漏えい 

情報漏えいは多発しており、減少の傾向は見られません。統計によれば、不注意による漏えいが
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大多数ではあるものの、個人情報そのものが狙われたと考えられる事例も見られます。各人が情報

の管理を徹底するだけでなく、不注意によるミスが発生したとしてもカバーできる仕組みを整備する

ことが重要です。 

 

第 8 位 狙われ続ける安易なパスワード 

パスワード破りを試みる攻撃が多く観測されており、安易なパスワードの使用はますます危険なも

のとなっています。利用者が気をつけるのはもちろんですが、必要に応じて開発者や管理者も、利

用者が安全なパスワードを利用できるようにしたり、パスワード以外の認証方法を提供するなどの

対策が求められます。 

 

第 9 位 攻撃が急増する SQL インジェクション 

ウェブサイトにおける SQL インジェクションの脆弱性を狙った攻撃は急増しており、2005 年の数

十倍の攻撃が観測されています。想定される被害額も1億円を超える場合があり、無視できない負

担となる場合があります。開発者には、設計段階からの対策が求められています。 

 

第 10 位 不適切な設定の DNS サーバを狙う攻撃の発生 

不適切な設定のDNSサーバが踏み台として狙われ、ボットネットワークと併用されることで、大規

模な分散型サービス妨害攻撃が行われました。このような攻撃を助長しないよう、DNSサーバの管

理者は、サービスの提供範囲について意識する必要があります。 

 

● 脅威の複合化 

コンピュータやネットワークの性能が向上した結果、その利用形態は以前よりも幅広いものと

なっていますが、それぞれの利用形態で異なる脅威が生じうるため、個々の脅威に対策を講じる

だけでなく、それぞれの関係を理解したうえで対策を講じる必要があります。例えば、情報漏えい

の対策を行うには、情報の利用形態に応じた個々の場面での対策が必要になる一方、そもそも

情報をどのように利用するのかといった、全体的な指針が必要となります。 

 

2006 年に事件化したセキュリティ侵害においては、複数の見えにくい脅威が関わるものが増

えてきました。このため、適切な対策を行うためには、まず個々の脅威の存在をしっかりと認識し、

さらにそれぞれの脅威の間にどのような関係があるのかを理解する必要があります。 
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下図は、今回取り上げた 10 大脅威の主要な関係を概観として示したものです。矢印は脅威と

脅威に関係があることを示しており、関係の内容を吹き出しで説明しています。なお、これは 10

大脅威の関係を網羅したものではなく、また 10 大脅威以外の脅威については触れていません。 
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23 24 25 26 27 28 29
30 31

日 月 火 水 木 金 土
2 3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

4位 ゼロデイ攻撃

5位 フィッシング詐欺

××銀行××銀行

https://xxxxxxxxxx

5位 フィッシング詐欺

××銀行××銀行

https://xxxxxxxxxx

××銀行××銀行

https://xxxxxxxxxx

6位 スパムメール6位 スパムメール

！
7位 情報漏えい

！
7位 情報漏えい

root admin toor manager server client test    
george job bob alice hack sam sample crack eleet
special administrator database heaven crack 
example a  moon mars venuscomputer crack 
display earth pluto titan pen mouse keyboard tablet 
table sql c c++ monitor  one two three four five 
nimda six seven eight nine ten tron windows linux
unix solaris aix hpux great cool hot excellent god
red green blue yellow gray dark pink orange silver

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

8位 安易なパスワード

root admin toor manager server client test    
george job bob alice hack sam sample crack eleet
special administrator database heaven crack 
example a  moon mars venuscomputer crack 
display earth pluto titan pen mouse keyboard tablet 
table sql c c++ monitor  one two three four five 
nimda six seven eight nine ten tron windows linux
unix solaris aix hpux great cool hot excellent god
red green blue yellow gray dark pink orange silver

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

root admin toor manager server client test    
george job bob alice hack sam sample crack eleet
special administrator database heaven crack 
example a  moon mars venuscomputer crack 
display earth pluto titan pen mouse keyboard tablet 
table sql c c++ monitor  one two three four five 
nimda six seven eight nine ten tron windows linux
unix solaris aix hpux great cool hot excellent god
red green blue yellow gray dark pink orange silver

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

8位 安易なパスワード

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

9位 SQLインジェクション

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

9位 SQLインジェクション

10位 狙われるDNSサーバ

× ○

10位 狙われるDNSサーバ

× ○× ○

Winny 等の自動回覧
ネットワークにより
漏えいした情報の
回収が困難に

安易なパスワードを狙
われてしまい
情報漏えいの原因に

SQL インジェクション
の問題でウェブサー
バから情報が漏えい

フィッシング
詐欺による
クレジット
カート番号
などの情報
漏えい

フィッシング詐欺の
きっかけとしてスパム
メールが利用される

標的型攻撃によって、
見破りにくいタイプの
情報漏えいが生じる

標的型攻撃では他の
攻撃の準備として
ボットの感染を狙うこ
とも

ボットが拡散する手段
の一つとして、ゼロデ
イ攻撃が利用される

ボットからの DNS amp 
攻撃は大きな脅威とな
る

スパムメールはボット
を通じて大量にばら
まかれる

標的型攻撃と組み合
わせた、見破りにくい
フィッシング詐欺

10大脅威の主要な関係10大脅威の主要な関係



 

 

10 

第2章 

2006年の10大脅威 
第1位 漏えい情報の Winny による止まらない流通 

Winny などを媒介して個人情報が流出する事故の発覚件数が、2006 年は大幅に増加しま

した。3 月には内閣官房長官から「情報漏えいを防ぐ も確実な対策は、パソコンで Winny を

使わないことです」と国民に呼びかける発表がなされました。その後も件数は増加し続け、3 月か

ら 5 月にかけては、毎日 1 件のペースで見つかるほどの深刻な事態となりました。 

 

流出の原因のほとんどは、Winny ネットワークにまん延しているウイルスによるものと考えられ

ています。ファイル交換ソフトで手に入るファイルの多くは出所が不明なものです。出所不明の

ファイルであっても開きたいという利用者がファイル交換ソフトを使用していることから、情報暴露

型のウイルスへの感染が起きやすくなっています。 

 

暴露型ウイルスの脅威はファイル交換ソフトに限らず存在しますから、情報漏えいの基本的対

策の徹底がもとより必要とされているところです（→「第 7 位 減らない情報漏えい」参照）。 

 

しかしながら、情報が流出しやすいというだけでなく、Winny などの一部のファイル交換用

P2P自動回覧ネットワーク

情報が自動回覧
ネットワークに流
出してしまう

自動回覧ネットワー
クによる情報流通
自動回覧ネットワー
クによる情報流通

情報が広い範囲
に拡散し、事実
上回収が不可能
になる

誰にでもダウン
ロードできる状態
での、二次被害
が続く

流出元

更なる
流出先

一次
流出先
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P2Pネットワークには、流出したファイルが流通し続けてしまうという別の脅威が存在し、これが事

態を深刻にしています。 

 

一般的には、ファイルの流出事故が発生しても原状回復できる場合があります。流出先がさら

に流出させるようなことがあれば、その損害の責任を追求できる場合があるからです。 

 

それに対し、Winny ネットワークに流出してしまった場合には、原状回復が極めて困難となり

ます。そればかりか、報道などによって流出事故が広く知らされることが、流出情報を入手しようと

する行為を招き、流出先の範囲がさらに広がるという事態になっています。事故を周知しなけれ

ば対策は進まず、周知すれば被害が拡大するという、解決困難な問題が生じています。 

 

さらには、Winny で誰でも入手できるのだからという理由で、別のファイル交換 P2P ネットワー

クに意図的に転載する悪質な行為も横行しており、ウェブサイトにアップロードする行為まで散

見されるようになってきました。 

 

Winny において流出情報の流通が止まらないのは、Winny の特徴的な仕組みが原因で

す。Winny でファイルをダウンロードすると、そのファイルは同時に他の利用者に向けて公衆送

信される状態となります。「自分はダウンロードしかしていない」という認識の利用者が、ファイル

を他人に提供する役割を担わされる仕組みになっています。 

 

また、キーワードによる自動ダウンロード機能（指定した文字列を含む名前のファイルを無差

別にダウンロードする機能）を使用していると、求めていないファイルまでダウンロードすることに

なります。ダウンロードしたファイルを削除しても、他人へ公衆送信する状態は維持される仕組み

になっているため、流出ファイルを入手する意思がなくても、流出被害の拡大に加担してしまう

仕組みになっています。 

 

このように Winny は、ダウンロードが同時に公衆送信となる機能と、ダウンロードしたファイル

を削除しても引き続き公衆送信される機能と、自動ダウンロードの機能によって、利用者が意図

しなくてもファイルが利用者間でたらい回しになるという、いわば「自動回覧ネットワーク」を構成

しており、これが情報漏えい事故発生時の被害を甚大なものにしています。 
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管理者の対策 

利用者の対策 

Winny がどのような動作をするソフトウェアであるかを知ってください。Winny でファイルをダ

ウンロードすると、同時にそのファイルは他の利用者に向けて公衆送信される状態となります。流

出したファイルを入手する行為は、それを他人に提供する行為にもなります。 

 

利用者に流出ファイルを入手する意思がなくても、自動ダウンロード機能を使用している場合

には、意図せずダウンロードしてしまい、流出被害の拡大に加担してしまう危険があります。また、

Winnyには、ダウンロードする指示をしていなくても、無作為に選ばれたファイルをダウンロードし

て公衆送信可能な状態にする「中継」と呼ばれる機能があるため、何もダウンロードしていない

つもりでも被害の拡大に加担してしまうとも言えます。 

 

P2P 型ファイル交換ソフトを使用する必要がある場合には、無作為中継の機能を搭載してい

ない種類のものを使用し、他人に提供する行為が正当であるファイルしかダウンロードしないよう

にしてください。また、意図しないダウンロードを避けるため、キーワードによる自動ダウンロード機

能を使用しないようにします。 

開発者の対策 

ファイル交換用の P2P ネットワークを構成するソフトウェアの開発者は、利用者の意図に反し

たファイルの公衆送信が起きない設計をしてください。もし中継機能やキャッシュ機能が必要と

される場合には、正当な一時的蓄積に該当する仕組みとなるよう設計してください。 

情報漏えい事故の当事者の立場としての流通を止める対策はありません。組織外の人々が

Winny の使用を中止するまでこの問題は解決しないからです。 

 

少なくとも組織においては、組織内で Winny などを使用することを禁止することが推奨されま

す。他人に損害を与えることなく Winny などを使用することは困難ですので、組織内での使用
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禁止は正当なことと言えます。 

 

情報漏えい自体を防止する対策については「第 7 位 減らない情報漏えい」を参照してくださ

い。 

参考資料 

[1] JVN#74294680: Winny におけるバッファオーバーフローの脆弱性 
http://jvn.jp/jp/JVN%2374294680/index.html 

[2] IPA: Winny による情報漏えいを防止するために 
http://www.ipa.go.jp/security/topics/20060310_winny.html 

[3] 内閣官房: Winny を介して感染するコンピュータウイルスによる情報流出対策について 
http://www.nisc.go.jp/press/inf_msrk.html 

[4] 経済産業省: 電子商取引に関する準則改定について  
http://www.meti.go.jp/press/20060201002/20060201002.html 

[5] 株式会社アークン: ScanIF Winny 対応版 
https://www.ahkun.jp/resource/dl.html 

[6] 株式会社シマンテック: Winny 検索ツールについて 
http://www.symantec.com/region/jp/winny/winny_tools.html 

[7] Internet Watch: Winny 流出事件 2006  
http://internet.watch.impress.co.jp/static/index/2006/12/18/ 

[8] CNET Japan: NRA「2006 セキュリティ十大ニュース」発表： 1 位はやはり Winny 関連 
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20338967,00.htm 

[9] NRA: 情報セキュリティのプロが選ぶ！ ２００６セキュリティ十大ニュース 
http://www.nra-npo.jp/backf/no134.htm 
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2006 年は随所で標的型攻撃が観測された年でした。 

 

標的型攻撃とはスピア型攻撃とも呼ばれ、特定の組織や個人を狙って行われる攻撃です。不

特定多数を狙って行われる攻撃と区別して、このように呼ばれています。この攻撃では、攻撃者

は攻撃対象のことを十分に調査した上で攻撃を仕掛けるため成功率が高く、攻撃の範囲が狭

いため大きな話題になりにくいのが特徴です。 

 

また、標的ごとに専用の攻撃手法が開発され、ウイルス対策ベンダに検体が提供されないた

め、ウイルス対策ソフトウェアなどでは検出が難しい特徴もあります。ウイルス対策ソフトウェアで

は検出の精度を上げるため、従来のシグネチャに基づく検出方法以外に、プログラムの振る舞

いに基づく検出方法なども併用するものが多くなりました。しかし、攻撃者はこれらの方法でも検

出されないことを確認してから攻撃を行うため、ウイルス対策ソフトウェアは必要であるものの、そ

れだけでは脅威から十分に身を守れないのが現状です。 

 

セキュリティベンダの統計によれば、標的型攻撃に利用される不正なプログラムは増加してい

ます（参考資料[10][11]）。また、官公庁や大企業、新聞社などが標的となったウイルスメール等

も確認されています（参考資料[14][15]）。 

第2位 表面化しづらい標的型（スピア型）攻撃 

標的型(スピア型)
攻撃による脅威
標的型(スピア型)
攻撃による脅威

拝啓。
先日御社で購入した物品

で、写真にある不良品～

●●商事

1. 相手にあわせて作られ
対策ソフトをすりぬける

2. クリックしたくなる文面と
添付ファイル

3. わかりにくい被害の原因

大変だ！
写真を見なきゃ！

情報の漏えい

悪意ある人
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利用者の対策 

標的型攻撃に対して、利用者側で可能な対策は限られます。完全な対策はできませんが、被

害に遭う可能性を減らすために、下記のような対策が考えられます。 

 

● メールのなりすましに注意 

2006 年の標的型攻撃はメールの形で行われており、今後もしばらくメールの形は続くと考えら

れます。メールによる攻撃の場合、メールを受け取った時点で偽メールと見抜くことができれば、

被害に遭う事はありません。 

 

関係者間のやり取りでは、少しでも怪しいと感じたメールは、添付ファイルを開く前に、相手に本

当に送ったものか確認をすることで、偽メールと見抜くことができる場合があります。また、 

S/MIME などによる電子署名を施す体制を関係者間で整えておけば、届いたメールの差出人

が確実に関係者であることが判るので、偽メールが入り込む余地をなくすことができます。 

 

● 対策ソリューションの導入 

ウイルス対策ソフトウェア等の導入も、標的型攻撃にある程度の効果を発揮します。詳しくは

次項「管理者の対策」をご覧ください。 

典型的な標的型攻撃の手口では、利用者を言葉巧みに誘導し、メールの添付ファイルを開 

かせます。例えば、ショッピングサイトの運営者にクレームを装ったメールを送信し、不良品の写

真を添付したと称して添付ファイルを開かせる手口がありました。これらのファイルには、ウイルス

やトロイの木馬などの悪意あるソフトウェアが含まれる場合がありますが、被害を受けても目に見

える影響はないため、注意していても問題を発見しづらいのが現状です。この事例では、イン

ターネットバンキング用のパスワードを盗まれ、不正送金が行われ、不正アクセス禁止法違反お

よび電子計算機使用詐欺として事件化しました（参考資料[13]）。 
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管理者の対策 

組織のネットワーク管理者として標的型攻撃に対抗するためには、多重防御の考え方が必要

となります。完全な対策はできませんが、被害に遭う可能性を減らすために、下記のような対策が

考えられます。 

 

● 利用者の教育 

多くの利用者は、メールでなりすましが可能であることを、通常は意識していません。しかし、偽

メールを発見するためには、利用者の意識が鍵となるため、利用者の教育が重要となります。ま

た、S/MIME 等による電子署名を施す体制を整えることも有効な対策となりますが、その場合で

も利用者が使い方を正しく把握していることが前提となります。 

 

● 添付ファイルの拡張子に関するルールを定める 

.exe/.com/.scr/.pif/.bat などの拡張子に代表される実行プログラム形式のファイルを開いて

しまうと、危険なプログラムが実行される場合があります。日頃からこのような形式のファイルをや

り取りしている場合、危険なプログラムを受信した場合でも疑いなく開いてしまうため、被害に遭

いやすい状態といえます。 

 

このため関係者間では、実行プログラム形式のファイルはやり取りせず、.txt/.doc/.pdf などの

拡張子を持った実行できない形式のファイルや、.zip/.lzh/.cab などの拡張子を持ったアーカイ

ブ形式のファイルのみを取り扱うようにしてください。アーカイブ形式の場合、その内部にも実行プ

ログラム形式のファイルを含まないよう注意します。 

 

また、拡張子の偽装にも要注意で

す。右図のように表示される場合は、

ファイルの拡張子を偽装している可

能性があります。また、拡張子を表示

しない設定にしているにも関わらず、

拡張子が表示される場合も同様に、

偽装している可能性があります。管

拡張子を偽装しているファイルに注意

正解

アイコンを
ごまかした
実行ファイル

長いファイル名で
拡張子を隠した
実行ファイル

危険 危険

重要.exe 重要.doc
...

重要.doc
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理者は利用者に対し、このような場合もあることを周知しておく必要があります。 

 

● ウイルス対策・脆弱性対策 

既知のウイルスや脆弱性への対策を行うだけでは、標的型攻撃を防ぐことはできません。しか

し、以降の対策を意味のあるものにするため、これらの基本的な対策を行っておく必要がありま

す。 

 

● 未知の悪意あるソフトウェアへの対策 

ウイルス対策ソフトウェアやスパイウェア対策ソフトウェアによっては、プログラムの振る舞い 

に基づく方法等で、未知の悪意あるソフトウェアを検出できるものがあります。このような対策ソフ

トを使用すれば、標的型攻撃で使用される、未知の悪意あるソフトウェアであっても検出できる

場合があります。 

 

● 未知のバッファオーバーフローの脆弱性への対策 

2006 年に行われた標的型攻撃では、多くの事例でバッファオーバーフロー（→用語集参照）

の脆弱性が悪用されました。この脆弱性は、個々のソフトウェアにおける対策の他に、ハードウェ

アや OS においてもある程度の対策が可能なものがあります。このような対策を行っておけば、使

用中のソフトウェアに未知のバッファオーバーフロー脆弱性が存在していたとしても、攻撃による

被害を受けずに済む場合があります。 
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参考資料 

[10] トレンドマイクロ株式会社: 特定の相手だけを狙う『スピア型』攻撃がひそかに横行中！ 
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ボットは、メールや不正アクセスなどの様々な手段により感染したコンピュータが、外部からの

指令に従って一斉に他者への攻撃を行う、不正なプログラムの一種です。同じようにネットワーク

を通じて感染するウイルスとは違い、感染に成功してコンピュータへ侵入したボットは、ボットネッ

トワークと呼ばれる独自のネットワークに自動的に参加し、拡大していきます。 

 

ボットをインストールされたコンピュータは、迷惑メールの送信や、第三者への攻撃の踏み台と

して悪用されます。そのため、ボットに侵入されたコンピュータの持ち主は、知らないうちに加害

者となり、第三者に被害を与えてしまう可能性があります。 

 

2006 年も、ボットは進化を続けました。従来のボットは、専用の指令サーバから命令を受けて

いたため、指令サーバを押さえればボットネットワーク全体を停止させることができました。しかし、

指令サーバを冗長化するボットや、自律分散型のボットが出現しており、ボットネットワークを停止

させることはますます困難になりつつあります。 

 

さらにウイルス対策ソフトウェアやスパイウェア対策ソフトウェアにおいては、ボットへの対応が

行われている製品もありますが、ボットは進化するスピードが早く、パターンの特定が難しいため、

第3位 悪質化・潜在化するボット 

ボット利用者
(攻撃者)

BOT Network
指令サーバボットへの

指令は
指令サーバを
通して
行われる

指令サーバの冗長化

指令を受けたボットは
一斉に同じ対象に向けて
攻撃を開始するTarget

・感染活動
・サービス拒否攻撃
・迷惑メール配信

・スパイウェア
・自己機能の更新
etc, etc...

・感染活動
・サービス拒否攻撃
・迷惑メール配信

・スパイウェア
・自己機能の更新
etc, etc...

指令メニュー

ボットによる
一斉攻撃のしくみ
ボットによる
一斉攻撃のしくみ

指令サーバ

指令サーバ

指令サーバ
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利用者の対策 

● CCC クリーナーの活用 

経済産業省と総務省の共同プロジェクトであるサイバークリーンセンター（Cyber Clean 

Center）では、ボットの駆除ツール（CCC クリーナー）を提供しています。このソフトウェアを定期

的にダウンロードして実行することで、日本国内で流行が観測されたボットの検知・駆除を行うこ

とができます。 

 

● 対策ソフトウェアの導入 

ウイルス対策ソフトウェアやスパイウェア対策ソフトウェアの中には、ボットの検知や駆除に対

応したものもあります。このようなソフトウェアを導入することで、ある程度のボット対策を手間をか

けずに行うことができます。 

対策ソフトでもカバーしきれていないのが現状です。 

 

また、ボットが悪質化しているだけでなく、ボットを悪用した攻撃者が広がっている点も見逃せ

ません。インターネットでは、ボットプログラムを簡単に入手することができるため、知識があれば

誰でもボットネットワークを作り、利用することができます。 
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参考資料 
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[19] IPA: ボット対策について 
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/bot.html 

[20] 総務省・経済産業省 連携プロジェクト Cyber Clean Center 
https://www.ccc.go.jp/ 

[21] ITmedia: 激化する悪質なボットネットとの戦い 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0606/09/news028.html 

[22] ITmedia: 構築も攻撃も容易、ボットは非常に「優れた」システム Telecom ISAC らが警鐘 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0604/27/news034.html 

管理者の対策 

● ファイアウォールの活用 

ネットワーク管理者は、ファイアウォールを活用したボット対策を行うことができます。ボットは、

本来組織の中で行われるべき通信とは異なる通信を行う場合があるため、ファイアウォールを

導入し、本来行われるべき通信のみを許可する形での運用を行えば、ボットが行う通信を遮断

し、ボットの活動を抑えることができます。ただし、本来行う通信と酷似した通信を行うボットも存

在するため、完全な対策にはなりません。 

 

● ネットワークの監視 

ファイアウォールと同様の理由により、組織内ネットワークの監視もボット対策として有効です。

近年のボットは巧妙化しており、ファイアウォールで許可されている通信を利用するものもあるた

め、このようなボットの検知にはネットワークの監視が必要となります。 
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製品開発者からの修正プログラム（→用語集参照）を常に適用するなどの形で、適切な脆弱

性対策を行っているコンピュータでは、ウェブページを閲覧するだけでは、通常はウイルスに感

染することはありません。しかし、脆弱なままのコンピュータでは、ウェブページを閲覧するだけで

ウイルスに感染し、情報が漏えいするなどの被害を受ける可能性があります。 

 

このような事態を避けるため、ソフトウェアの脆弱性の情報は、製品開発者による修正が完了

した状態で情報公開されることが理想です。しかし 2006 年になって、製品開発者による情報公

開の前に、未修正の脆弱性が攻撃に悪用される事例が増加してきました。このような、製品開発

者による修正の前に行われる攻撃をゼロデイ（Zero-day）攻撃といいます。 

 

国内でも、ワープロや表計算など、オフィスで使用されるソフトウェアに関する未修正の脆弱

性が狙われ、標的型攻撃と組み合わせて官公庁が狙われた事例がありました（参考資料

[29]）。 

 

ゼロデイ攻撃に際して、利用者側での対策は限られます。根本的な解決策が存在しないため

に、ソフトウェアの利用を制限する必要が生じたり、危険なまま使用せざるを得ない状況となる

場合があります。 

第4位 深刻化するゼロデイ攻撃 

2006年の代表的な
ゼロデイ攻撃の例
2006年の代表的な
ゼロデイ攻撃の例

2006年1月(Jan) 2006年2月(Feb) 2006年3月(Mar) 2006年4月(Apr)

2006年5月(May) 2006年6月(Jun) 2006年7月(Jul) 2006年8月(Aug)

2006年9月(Sep) 2006年10月(Oct) 2006年11月(Nov) 2006年12月(Dec)

2006年1月(Jan) 2006年2月(Feb) 2006年3月(Mar) 2006年4月(Apr)

2006年5月(May) 2006年6月(Jun) 2006年7月(Jul) 2006年8月(Aug)

2006年9月(Sep) 2006年10月(Oct) 2006年11月(Nov) 2006年12月(Dec)

ブラウザ製品の脆弱性

ワープロ製品の脆弱性

プレゼン製品の脆弱性

表計算製品の脆弱性

ゼロデイ攻撃を受ける
可能性があった期間

日 月 火 水 木 金 土
1 2  3  4  5  6  7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31       

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土
30 1  2  3  4  5  6
7 8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3

4 5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  1

日 月 火 水 木 金 土
2 3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4  5

6 7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2

3 4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2  3  4  5  6  7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1  2

3 4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2  3  4  5  6  7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31       

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土
30 1  2  3  4  5  6
7 8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3

4 5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  1

日 月 火 水 木 金 土
2 3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4  5

6 7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2

3 4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2  3  4  5  6  7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1  2  3  4

5 6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1  2

3 4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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利用者の対策 

ゼロデイ攻撃への対策を行うには、まずゼロデイ攻撃に関する情報を収集することが必要とな

ります。ゼロデイ攻撃に関する情報は、製品開発者から迅速に公表される場合もありますが、公表

が遅れる場合もあります。そのため、製品開発者の情報だけでなく、JPCERT/CC のが公表する

注意喚起、IPA が公表する緊急対策情報などを、日頃から確認しておく必要があります。 

 

ゼロデイ攻撃が確認された場合、製品開発者から一時的な対策方法が公表されていれば対

策を行い、その後に出るであろう修正プログラムを待ち、できるだけ早く脆弱性を無くす必要が

あります。 

 

一時的にウイルス対策ソフトなどで対応できる場合もありますが、そのような回避策だけで安

心せずに、必ず脆弱性が発見されたソフトウェアに対して修正プログラムを適用してください。そ

れらを適用できない場合は、ソフトウェアの使用を中止し、同等の機能を持つ代替製品の利用

を検討してください。 

 

このような事態を避けることを目的の一つとして、IPA および JPCERT/CC では、広く一般か

らの脆弱性情報の届出を受け付け、製品開発者と調整を行った上で情報公開を行う取組み

を、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」に沿って行っています。もし脆弱

性を発見した場合には、IPA に届出をしてください。 

管理者の対策 

管理者も利用者と同様、ゼロデイ攻撃への対策を行うには、情報の収集が必要となります。そ

のためには、製品開発者、JPCERT/CC、IPA などの情報のほか、ニュースサイトやセキュリティ

ベンダのサイト等も定期的に確認しておけば、よりゼロデイ攻撃を確認しやすくなります。 

 

ゼロデイ攻撃が確認された場合には、組織としての対応方針に基づき、利用者への注意喚起

を迅速に行う必要があります。場合によっては、修正プログラムが公表されるまでの間、ファイア

ウォールの設定を変更したり、脆弱性のある製品の使用を中止するなどの対応も必要です。 



 

 

24 

2006年の未修正脆弱性に関する注意喚起 

［4 月 21 日］ JVN#74294680 「Winny」におけるバッファオーバーフローの脆弱性 
http://jvn.jp/jp/JVN%2374294680/index.html 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/2006/JVN_74294680_winny.html 

［5 月 20 日］ Microsoft Word の脆弱性に関する注意喚起 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060006.txt 

［6 月 23 日］ Microsoft Excel 未修正の脆弱性に関する注意喚起 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060009.txt 

［9 月 20 日］ Microsoft Windows VML の処理に未修正の脆弱性 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060015.txt 

［9 月 28 日］ Microsoft PowerPoint 未修正の脆弱性に関する注意喚起 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060016.txt 

［11 月 6 日］ Microsoft XML コアサービスに未修正の脆弱性 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060018.txt 

 

参考資料 

[23] IPA: 緊急対策情報一覧 
http://www.ipa.go.jp/security/announce/alert.html 

[24] JPCERT/CC: 注意喚起 & 緊急報告  
http://www.jpcert.or.jp/at/ 

[25] Secunia: Year-end Report for 2006 
http://secunia.com/gfx/Secunia_Year-end_Report_2006.pdf 

[26] Internet Watch: Word の未知の脆弱性を悪用したゼロデイ攻撃が発生  
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/05/22/12035.html 

[27] Internet Watch: Excel にもパッチ未提供の脆弱性、ユーザーから“ゼロデイ攻撃”の報告 
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/06/16/12367.html 

[28] ITmedia: Word、Excel に続き PowerPoint にも未パッチの脆弱性 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0607/14/news072.html 

[29] ITmedia: 一太郎を狙うゼロデイ攻撃 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0608/17/news072.html 

[30] ITpro: IE にまたもやパッチ未公開のセキュリティ・ホール，ゼロデイ攻撃も確認 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060920/248468/ 

[31] ITmedia: PowerPoint に新たなゼロデイ攻撃 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0610/14/news012.html 

[32] CNET Japan: MS、11 月の月例パッチを予告-ゼロデイ型 XML 脆弱性を修復へ 
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20309627,00.htm 

[33] Internet Watch: Word にまた新たな脆弱性、ゼロデイ攻撃も確認 
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/12/11/14193.html 
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2005 年以前から続いているフィッシング詐欺は、2006 年になってから、ますます手法が多様

化し、巧妙なものになっています。 

 

まず、ウェブサイトの脆弱性がフィッシング詐欺に悪用される事例がありました。決済サービス

を提供するウェブサイトに「クロスサイト・スクリプティング（→用語集参照）」の脆弱性が存在した

ため、本物のサイト上に内容を差し替えた偽情報が表示される形で、フィッシング詐欺が行われ

ました。このとき、アドレスバーには本物のサイトのドメイン名が表示されていたため、利用者がサ

イトのドメイン名や証明書を確認するだけでは、フィッシングを防げない状態でした（参考資料

[38]）。 

 

海外では、偽サイトが本物のサイトと利用者の間に入り込む、中間者攻撃（→用語集参照）と

いう手口でのフィッシング詐欺が問題となりました。2006 年 7 月に米国の大手銀行が被害に

遭った事件では、銀行がワンタイムパスワード方式による二要素認証（→用語集参照）システム

を導入していたにもかかわらず、被害を受けてしまいました。セキュリティトークン（→用語集参

照）を使用したワンタイムパスワード（→用語集参照）方式は国内でも使われていますが、中間

者攻撃によるフィッシング詐欺に対しては効果がありません（参考資料[39]）。 

 

第5位 ますます多様化するフィッシング詐欺 

ウェブサイトの脆弱性を利用した偽サイト

フィッシングの
新たな手口
フィッシングの
新たな手口

△△銀行××銀行××銀行

https://××銀行.jp

両方本物のウェブサイトだが
片方は脆弱性を悪用した偽ページ

○○銀行○○銀行

間に入り全部の通信を
中継し、正規ユーザに
なりすます

014568
SECURITY TOKEN

014568
SECURITY TOKEN

××銀行××銀行

××銀行××銀行

014568

SECURITY TOKEN

014568

SECURITY TOKEN

中間者攻撃による なりすまし

ウェブサイトにクロスサイト・スクリプティングの脆弱性があると、
メール等を通じて改ざんしたページを閲覧させられてしまい、
本物のウェブサイトで操作をしても、攻撃者に情報が流れてしまう。

毎回数字の変わるパスワードトークンを利用し、安全な認証を使え
るようになっていたとしても、攻撃者が通信に介入できる場合、
通信の間に入ることで、なりすましが行われてしまう。
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さらに、悪意ある者の間では、フィッシング詐欺を働くためのツールも出回っています。目的に

合わせた様々な機能のあるツールが提供されており、購入することで簡単にフィッシング詐欺

を働くことができます。多機能なツールを使用したフィッシング詐欺に対抗するためには、利用

者側の注意がますます重要となります（参考資料[40]）。 

 

社会的には、国内でもフィッシング詐欺が実際の犯罪に結びついた年となりました。フィッシ

ングサイトを構築して金銭を詐取したとされる者が、不正アクセス禁止法違反および詐欺の容

疑で初めて逮捕されています（参考資料[41]）。また、犯罪の低年齢化も同時に進行しており、

国内でも 14 才の少年がフィッシング詐欺及び不正アクセスを行ったとされる事例がありました

（参考資料[42]）。 

利用者の対策 

フィッシング詐欺に遭わないためには、利用者自身が注意することが、 も重要です。個人情

報などの重要な情報を取り扱う場合には、それぞれの場面で下記の点に注意してください。 

 

1. クレジットカード番号やパスワードなどの、第三者に知られるべきでない情報を、メールで

送信しない。 

2. 金融機関などからの緊急事態のメールは疑い、本物か迷う場合は電話で直接確認する。 

3. 金融機関などのウェブページを開く場合には、メールに記載されたURLからではなくブラ

ウザのお気に入り等から開くようにする。 

4. ブラウザのアドレスバーに表示された URL のドメイン名部分に、正しいドメイン名が表示

されていることを確認する。 

5. クレジットカード番号やパスワードなどの、第三者に知られるべきでない情報を入力する

際には、ブラウザに鍵マークがあることを確認する。ブラウザが証明書に対して警告を出

した場合は、入力を取り止める。 

6. 初めて利用するウェブサイトは、鍵マークのあるウェブページで鍵マークより証明書を表

示し、運営者を確認する。 

 

フィッシング詐欺目的のサイトを発見した、あるいはフィッシング詐欺の被害にあった場合は、
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ウェブアプリケーションの開発者は、利用者が日頃からフィッシング詐欺に注意できるよう、見

せ方に関して配慮する必要があります。具体的には、利用者がパスワードや個人情報を入力す

る際に、入力しようとしている画面はどこのサイトなのか、アドレスバーに表示された URL のドメイ

ン名で確認可能にすることです。そのためには、アドレスバーを隠したポップアップウィンドウを

使った画面設計を行わないようにする必要があります。 

 

また、ウェブアプリケーションにクロスサイト・スクリプティングの脆弱性が存在した場合、本物

のサイト上に内容を差し替えた偽情報が表示され、フィッシング詐欺に繋がる場合があるため、

このような脆弱性が存在しないようにする必要があります。 

開発者の対策 

管理者の対策 

ウェブサイトにおいて、SSL 証明書を使った運用を行う際には、ウェブサイト管理者はフィッシ

ング詐欺を助長しないよう、正しい運用に配慮する必要があります。もし、ブラウザの警告が表示

される形での運用を行ってしまうと、利用者にとってフィッシングサイトとの区別が難しくなり、フィッ

シング詐欺を助長することに繋がります。具体的には、自己署名の証明書を使用したり、証明書

の期限が切れたりすると、ブラウザに警告が表示されるため、このような運用は避ける必要があり

ます。 

 

また、ウェブサーバの管理者は、ウェブサーバに不正侵入されることがないよう、OS やソフト

ウェアの脆弱性対策や、パスワードの運用などに配慮する必要があります。詳しくは、「安全な

ウェブサイトの作り方」などの資料を参照してください。 

警察庁のフィッシング 110 番に連絡してください。また、フィッシング対策協議会で事例などの情

報が確認できます（参考資料[35][36]）。 
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参考資料 

[34] IPA: フィッシング (Phishing)対策 
http://www.ipa.go.jp/security/personal/protect/phishing.html 

[35] フィッシング 110 番 
http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm 

[36] フィッシング対策協議会 
http://www.antiphishing.jp/ 

[37] ITmedia: 東京都関連サイトに不正侵入、フィッシング詐欺サイト設置 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0601/20/news049.html 

[38] ITmedia: 正規の PayPal サイトでフィッシング、個人情報流出 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0606/20/news021.html 

[39] ITpro: ワンタイム・パスワードでは防げない“中間者攻撃フィッシング”が出現 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/USNEWS/20060713/243303/ 

[40] CNET Japan: 質、量ともに発展するフィッシングキット-その手口も巧妙化 
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000056024,20275627,00.htm 

[41] Internet Watch: 警視庁、フィッシングサイト詐欺で初の逮捕者～ヤフオクの ID を詐取 
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/07/10787.html 

[42] ITpro: 14 歳少年が使ったフィッシング詐欺の手口 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060530/239518/ 
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スパムメールは迷惑メールとも呼ばれるメールで、広告やフィッシング詐欺、ウイルス感染など

の目的で、受信者の期待に反して無差別かつ大量に送信され、受信者本来のメールの利用を

妨げます。 

 

海外セキュリティベンダの統計によれば、世界で流れているメールの 80%～ 90% はスパム

メールとのことです（参考資料[44][45][46]）。スパムメールが増加することで、対応に時間をとら

れてしまったり、本来受け取るべきメールがスパムメールの中に埋もれてしまったり、スパムメール

対策の副作用として本来受け取るべきメールが受け取れなかったりするなどの問題が、近年深

刻化しています。 

 

スパムメールに対する技術的な対策も行われていますが、いたちごっこ状態となっており、完

全な対策は難しいのが現状です。例えば、スパムメール送信を減らす手段として、プロバイダの

OP25B（→用語集参照）による送信の禁止や、SenderID, DomainKeys といった送信ドメイン

認証などがありますが、スパムメールの送信側もまたこれらの手段に対応してきています。 

 

また、スパムの問題はメールだけに留まりません。ウェブにおいても、掲示板への投稿や、ブロ

グ等に対するトラックバックやコメントといった形で行われています。ウェブアプリケーション側で

第6位 増え続けるスパムメール 

現在従来

スパムメールの今昔スパムメールの今昔

一般のユーザ

BLOCK

BLOCK

ブラックリスト

• 特定のサーバから多量にメールを送信
• メールの第三者中継ができてしまうサーバも

送信に利用された
• 送信元となるサーバが特定できれば、ブラッ

クリスト方式でフィルタリングが可能

第三者中継
可能なサーバ

• 不特定多数のボットからメールを多量に送信
• 対象となるボットの数が多すぎて、ブラックリ

スト方式では対処が間に合わない

悪意ある人

一般のユーザ

悪意ある人
ボット

ボット

ボット

ボット

ボット

ボット
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スパムメールを受け取らないようにするためには、スパムメールを遮断する仕組みを導入する

ことです。このような仕組みには様々な形態があり、インターネットプロバイダがサービスの一環と

して提供するもの、メールサーバとして動作するもの、メールクライアントに機能の一つとして搭載

されるもの、などがあります。 

 

しかし、このような仕組みを使っても完全な対策は難しく、常に誤判定の問題が付きまといま

す。誤判定の中でも、スパムメールを正常なメールとして判定（false negative）した場合、スパ

ムメールを受け取るだけで済むため、大きな影響はありません。しかし、正常なメールをスパム

メールとして判定（false positive）した場合、設定によっては情報が消失してしまう事になります。 

利用者の対策 

参考資料 

[43] 株式会社シマンテック: インターネットセキュリティ脅威レポート 
http://www.symantec.com/ja/jp/enterprise/threatreport/index.jsp 

[44] ITpro: 9 月は電子メールの 80％がスパム・メッセージに 米 Postini 調査 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/USNEWS/20061023/251426/ 

[45] Postini: Stat Track 
http://postini.com/stats/ 

[46] MX Logic Threat Center 
http://www.mxlogic.com/threat_center/ 

[47] ITmedia: スパマーの逆襲―進化するアンチ・アンチスパム 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/14/news020.html 

[48] ITmedia: 画像スパムが 1 年で急増、スパム全体の 65％までに 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/16/news018.html 

の対策も行われていますが、スパムメールと同様にいたちごっこが続いています。 

管理者の対策 

スパマやフィッシングメールの送信者もドメイン認証を取得することが可能であるため、受信者

側で、好ましいユーザのホワイトリストやレピュテーションを管理することが重要です。 
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2005 年に引き続き 2006 年も、年間を通じて情報漏えいが多発しており、減少の傾向は見ら

れません。 

 

一口に情報漏えいといっても、その原因は様々です。不注意によるメールの誤送信や紙資料

の紛失などもあれば、盗難やトロイの木馬の被害を受けた結果として情報が漏えいすることもあり

ます。このように、漏えいのきっかけは

多岐に渡っており、対策もそれぞれに

応じて考慮する必要があります。 

 

2006 年 6 月に JNSA が発表した

分析によると、盗難・紛失・誤操作な

どの人為的な問題が原因の 8 割程

度を占めており、その中でも物理的

な対策が不十分だと指摘されていま

す（参考資料[49]）。 

 

第 1 位で取り上げた Winny を媒

第7位 減らない情報漏えい 

！
メールの誤送信メールの誤送信メールの誤送信

サーバの物理的な盗難サーバの物理的な盗難サーバの物理的な盗難記憶媒体の紛失・盗難記憶媒体の紛失・盗難記憶媒体の紛失・盗難

ネットワークへの不正侵入ネットワークへの不正侵入ネットワークへの不正侵入 トロイの木馬トロイの木馬トロイの木馬

情報漏えいの
さまざまな経路
情報漏えいの
さまざまな経路

紙媒体の紛失・盗難紙媒体の紛失・盗難紙媒体の紛失・盗難

© Copyright 2006 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) 

個人情報漏えい原因の件数割合 
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介としたものは、原因として「管理ミス」や

「不正な情報持ち出し」に分類されてお

り、情報漏えい全体の 3%程度にとどまっ

ています。しかし、機密情報が暴露され

た状態が長く続く点が、被害を深刻化さ

せています。 

 

また盗難については、狙われる対象に

変化の兆しがみられます。以前は情報機

器が狙われており、その情報機器の中に

含まれていた情報が漏えいしてしまうと

いうものが主流でした。しかし 近は、決済情報や個人情報が狙われており、それを盗むために

情報機器を狙ったとみられる事例が散見されるようになりました。 

 

サーバが不正侵入を受けた結果、情報が漏えいしてしまう事例も散見されます。6 月には、電

子マネーサービスを提供するサーバが不正侵入を受け、電子マネーが不正使用される事件が

発生しました（参考資料[51]）。 

© Copyright 2006 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA) 

個人情報漏えい経路別の件数割合 
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利用者の対策 

組織の情報を取り扱う際は、組織が定めたルールに従って適切に取り扱う必要があります。実

際には個々の組織の規定によりますが、一般的には、下記のような点に注意する必要がありま

す。 

 

1. 組織の情報を、許可なく、持ち出さない。 

2. 組織の情報を、管理が行き届かない状態で放置しない。 

3. 組織の情報を廃棄する際は、必要に応じてシュレッダーやディスク消去ツールを使用す

るなど、適切な処置をとる。 

4. 私物の機器類やプログラム等のデータを、許可なく、組織に持ち込まない。 

5. 個人に割り当てられた権限を、許可なく、他の人に貸与または譲渡しない。 

6. 業務上知り得た情報を、許可なく、公言しない。 

7. 情報漏えいを起こしたら、自分で判断せずに、まず報告する。 

 

これらの対策が必要な理由は、情報はどんなに気をつけていても、漏えいや紛失を100%防ぐ

ことはできない点にあります。組織の情報を取り扱う場合は、個人の注意も必要ですが、組織の

方針に沿っていることがより重要となります。 

 

詳しくは、「情報漏えい対策のしおり」（参考資料[48]）をご参照ください。 
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管理者の対策 

組織における情報漏えいを防ぐ取組みでは、組織で利用する情報の種類ごとに適切な取り扱

い方法を定め、それを徹底させることが重要です。 

 

例えば、情報を持ち出す場合は、紛失や盗難を前提とした対策が必要となります。このような

場合は、記憶媒体を暗号化することで、記憶媒体が他人の手に渡ったとしても、情報の内容を

保護することができます。なお、パスワードを鍵とした暗号化を行う場合には、「第 8 位 狙われ続

ける安易なパスワード」の「利用者の対策」を参考に、推測されにくいパスワードを使用することが

重要です。また、使用する暗号も、安全性が確認されたものにする必要があります（参考資料

[50]）。 

 

参考資料 

[48] IPA: 対策のしおり 
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/shiori.html 

[49] JNSA: 2005 年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 
http://www.jnsa.org/result/2005/20060803_pol01/index.html 

[50] 経済産業省: 電子政府推奨暗号リスト 
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i30220ej.pdf 

[51] Internet Watch: 「ネットキャッシュ ID」81,105 個が流出 
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/06/20/12405.html 
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パスワードは古くから、認証手段としてよく利用されています。簡単なパスワードを使用すること

の危険性も古くから指摘され、注意喚起が繰り返されてきました。しかし、簡単なパスワードを使

用してしまう人は後を絶ちません。2006 年もそのようなパスワードを狙った攻撃が多発しました。 

 

国内セキュリティベンダによるネットワークの観測によれば、ssh サーバや ftp サーバに対する

総当たり攻撃や辞書攻撃が数多く観測されており、簡単なパスワードを使用しているサーバで

は、既に不正侵入を許している可能性もあると考えられます。 

 

また、ポータルサイトのアカウント情報が盗まれる事件も発生しています。IPA に届けられた不

正アクセスの情報によれば、不正アクセス届出で被害のあったサイトのうち、ID やパスワードの

不備が原因であった事例が年々増加しており、2006 年上半期においては 34%に上っていま

す。 

第8位 狙われ続ける安易なパスワード 

ssh

ウェブサイト

ftp

telnet

oot guest

admin toor

manager

client

root

admin toor

manager  

server client test  

george job bob alice

hack sam sample crack elee

special administrator databas

crack example a  moon mars venu

computer crack display earth pluto titan

pen mouse keyboard tablet table sql c c+

 three four  five nimda six seven eight ni

tron windows linux unix solaris a

great cool hot ex

god hea

狙われるパスワード

パスワード認証
しかなく、他への
攻撃の踏み台に
狙われる

不正なファイル
置場にされ、
更なる攻撃の
道具置場に

パスワード認証を
使っている場合に
狙われ、他への
攻撃の踏み台に
される

オークションや
ショッピングサイト
などに登録された
クレジットカード
情報が狙われる

組込み機器

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

マニュアルに
初期パスワードが
あることが多く、
管理画面が
狙われる
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利用者の対策 

単純なパスワードを使っていると、いくら他で対策をしていても侵入されてしまいます。そのた

め、パスワードはくれぐれも十分に安全なものを利用してください。 

 

ユーザ名とパスワードが同じというパス

ワード認証は、認証としての意味がありま

せん。また、辞書に載っている単語をその

まま繋げたパスワードも、パスワード探索

ツールを使われると簡単に探り当てられて

しまいます。記号を混ぜる、何かのフレー

ズの頭文字を繋げるなど、単純に推測で

きない複雑なパスワードを使用するように

してください。 

 

SSH ではパスワード認証以外にも、公開鍵認証を利用することで、秘密鍵を持っていない利

用者からのログインを拒否できます。何らかの理由が無い限り、パスワード認証は避けてくださ

い。また、パスワード認証のみしか利用できない telnet の利用を停止し、公開鍵認証を利用した

SSH への移行を検討してください。 

password: momoko

安全性が低く解析されやすいパスワードの例

パスワードがユーザ名と同じ 辞書にある単語だけで構成

password: option

数字だけのパスワード

password: 11290141

短かすぎるパスワード

password: gr

password: user0123

ユーザIDなどを混ぜただけ キーボード上で並んだ文字

password: qwerty
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開発者の対策 

パスワードで利用者を認証するソフトウェアを作成する際には、利用者の安全を守るため、 

＜管理者の対策＞にあるパスワードに関するポリシーを実現する機能を盛り込むことを検討して

ください。 

 

まず、利用者ごとに異なる初期パスワードを発行する必要があります。もし共通の初期パス

ワードを発行すると、その初期パスワードﾟは本来の利用者以外の人も知っているわけですから、

初期パスワードが使用されている間は、認証としての意味がなくなってしまいます。 

 

さらに、 初のパスワードをそのまま続けて使用させないことも重要です。なぜなら 初のパス

ワードは、どこかに記載して利用者に伝える必要があるため、利用者自身が決定したパスワード

と比較して漏えいの可能性が高いからです。利用者が 初にログインした際に、パスワードを利

用者自身に変更させるような機能を盛り込めば、利用者がパスワードの変更を忘れる心配がな

く、有効な対策となります。 

 

また、特に重要な情報を取り扱う場合には、認証をパスワードだけに頼らず、別の認証方法を

併用することを検討してください。 
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参考資料 

[52] IPA: コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[12 月分および 2006 年年間]につ

いて 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2007/01outline.html 

[53] IPA: コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[6 月分および上半期]について 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/07outline.html 

[54] IPA: ID とパスワードの設定をする 
http://www.ipa.go.jp/security/personal/base/computer/point1.html 

[55] 株式会社ラック: JSOC Report 
http://www.lac.co.jp/business/sns/intelligence/jsoc_report.html 

[56] インターネット セキュリティ システムズ株式会社: SOC 情報分析四半期レポート 
http://www.isskk.co.jp/service/ms/mss_report.html 

[57] 本当に怖い「パスワード破り」 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061110/253343/ 

[58] ネットで“パスワード破り”が横行、侵入されると詐欺に悪用  
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070301/263719/?ST=pc_news 

管理者の対策 

組織のネットワーク管理者は、パスワードの選定や更新を利用者だけに任せるのではなく、具

体的な指針をポリシーとして利用者に周知することで、総合的なセキュリティレベルを保つことが

できます。 

 

パスワードに関するポリシーとしては、例えば下記のようなものが挙げられます。 

 

1. パスワードは 8 文字以上とし、英数字を混在させること。また、辞書に載っている単語でな

いこと。 

2. パスワードは 12 文字以上とし、英数字と 2 文字以上の記号を混在させること。 

 

ソフトウェアによっては、このようなポリシーを利用者に強制する機能を持つものがあります。 

そのような機能を使用すれば、より確実にパスワードの安全性を保つことができます。 
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2005 年に事件化した SQL インジェクションの攻撃は、2006 年になって攻撃が急増していま

す。 

 

国内セキュリティ企業の監視センターによると、2006 年は 2005 年と比較しておよそ数倍から

数十倍程度の攻撃量となり、ウェブアプリケーションに対する攻撃のうち、およそ 60%程度が

SQL インジェクションの攻撃となっているとのことです。この増加の理由の一つとして、攻撃者が

利用する攻撃ツールが広まり、自動的に多数の攻撃を行えてしまうようになったことが挙げられま

す。 

 

SQL インジェクションの攻撃の問題点として、 近の攻撃全般の特徴と同様に、攻撃された

ことが発見しにくく、どのような被害を受けたのかが判りにくい「見えない」攻撃であるという点が挙

げられます。日頃からのサーバの監視や、侵入検知システム（IDS）の用意などをしていない限

り、実際に攻撃を受けて被害が生じてしまったとしても、その事実に気がつくことは難しいのが現

実です。 

 

SQL インジェクションの攻撃による被害の一つとして、データベースからの情報漏えいがあり

ます。IPA の調査によると、企業のウェブサイトが被害を受けてしまった場合の被害額は、企業に

第9位 攻撃が急増する SQL インジェクション 

悪意ある人
攻撃ツール

攻撃ツール有■

sqlinject.zip
(manual)

攻撃ツール有■

sqlinject.zip
(manual)

ウェブ上で公開されている
攻撃ツールを使い
手当たり次第に攻撃する

ウェブサイト

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

データベースデータベースデータベース

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

×

×

×

×

脆弱なサーバからはデータを盗難

脆弱ではないサーバにも
かまわず攻撃

最近の攻撃の特徴

• ツールによる膨大な数の自動
攻撃

• ターゲットの選定からデータの
収集まで自動化されている

• 日頃からログ等で監視していな
い限り、発見しにくい

• 独自開発のウェブアプリケー
ションが被害にあいやすい

• 被害が発見された場合、サービ
スの停止や対応窓口の設置な
ど、企業活動に大きく影響する
ことがある
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よっては 1 億円を超える場合があると推計されています（付録 G 参照）。 

 

推計された被害額の中には、ウェブアプリケーションの改修などのシステム再構築関連費用

と共に、専門対策チームの設置などの人件費、謝罪や問い合わせ窓口などの対外経費などが

含まれています。また、推計された被害額以外にも、企業イメージへの影響やそれによる機会損

失などもあり、企業によっては無視できない負担となることがあります。 
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SQLインジェクションの脆弱性に限りませんが、一般にウェブアプリケーションの脆弱性は、開

発段階からセキュリティを意識し、脆弱性を作りこまないことが重要となります。 

 

脆弱性が発見された後で対症療法的に対策を行った場合、対策漏れのために再度似たよう

な問題が発見されたり、設計上の都合により根本的な方法で修正が出来ないことがあります。ソ

フトウェアの設計段階からセキュリティを意識、脆弱性を作りこみにくい安全な方法を選択してお

けば、対策漏れも起きにくく、セキュリティの維持に必要な作業コストも低く抑えられます。 

 

特に、SQL インジェクションは設計時に選んだ方法に、脆弱性の有無が大きく影響されます。

ウェブアプリケーションから SQL 文を利用する際には、「安全なウェブサイトの作り方」などの資

料を参考に、SQL 文に対し適切な対策を行ってください。 

開発者の対策 

参考資料 

[59] IPA: 安全なウェブサイトの作り方 改訂第 2 版 
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html 

[60] 株式会社ラック: 侵入傾向分析レポート Vol.7 
http://www.lac.co.jp/business/sns/intelligence/report/20061030lac_report.pdf 

[61] ITmedia: るるぶ.com に SQL インジェクション攻撃、メールアドレスなど流出の恐れ 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0604/20/news111.html 

[62] Internet Watch: SQL インジェクションの復旧コスト、1 億円超える事例も～ IPA が報告書 
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/29/14076.html 

[63] YOMIURI ONLINE: サイトに登録の個人情報が標的―ＳＱＬインジェクションが急増 
http://www.yomiuri.co.jp/net/frompc/20061115nt03.htm 
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2006 年は DNS を踏み台とした DNS amp 攻撃（→用語集参照）と呼ばれる大規模なサー

ビス妨害攻撃が観測されました。 

 

この攻撃は、分散型サービス妨害攻撃の一種で、ボットと組み合わせて仕掛けられます。元々

ボット自体も大規模なデータを送信する能力を持ちますが、公開されている DNS キャッシュ

サーバ（→用語集参照）を踏み台として悪用することで、その何十倍ものデータを攻撃対象に送

信し、攻撃対象をサービス不能状態にします。 

 

企業のウェブサイトなど、ビジネスで利用しているサーバに対してこの攻撃が行われた場合、

サーバの停止やシステム障害により、ビジネス上の機会損失が発生してしまう場合もあります。 

第10位 不適切な設定の DNS サーバを狙う攻撃の発生 

ボットによるDNS 
amp 攻撃の例
ボットによるDNS 
amp 攻撃の例

ボット利用者
(攻撃者)

指令サーバ

ボット

ボット

ボット

ボット

ボット

ボット

DNS

DNS

DNS

DNS

DNS

DNS

ボット利用者
(攻撃者)

指令サーバ

ボット

ボット

ボット

ボット

ボット

ボット

DNS

DNS

DNS

DNS

DNS

DNS

攻撃対象

攻撃対象DNSサーバボット

送信元を攻撃対象と偽装し
問い合わせる

送信元が偽装されているので
攻撃対象に返答する

「問い合せ内容<返答内容」
となり通信量が増加する

・甘い設定のDNSキャッシュサーバが踏み台になる
・知らない間に踏み台に利用されてしまう
・ボットを利用した同時多数攻撃に悪用される



43 

 

 

管理者の対策 

DNS amp 攻撃は、不適切な設定の DNS キャッシュサーバに対して、送信元を偽装した

DNS クエリを送りつける事で行われます。DNS キャッシュサーバの管理者は、このような攻撃に

加担しないよう、サービスの提供範囲を適切に設定し、本来サービスを提供するべき対象にの

み DNS 応答を返すようにすることが必要です。 

また、DNS キャッシュサーバが存在するネットワークの管理者が、送信元の偽装に対応する

ためには、ルータ等における Ingress フィルタ（→用語集参照）の導入も有効です。 

参考資料 

[64] JPCERT/CC: DNS の再帰的な問合せを使った DDoS 攻撃に関する注意喚起 
http://www.jpcert.or.jp/at/2006/at060004.txt 

[65] JPRS: DNS の再帰的な問合せを使った DDoS 攻撃の対策について 
http://jprs.jp/tech/notice/2006-03-29-dns-cache-server.html 

[66] 警察庁: DNS の再帰的な問い合わせを悪用した DDoS 攻撃手法の検証について 
http://www.cyberpolice.go.jp/detect/pdf/20060711_DNS-DDoS.pdf 

[67] @IT: 分散サービス拒否（DDoS）攻撃を仕掛ける DNS amp とは？ 
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/781dnsamp/dnsamp.html 

[68] ITpro: DNS Amp の脅威 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060905/247220/ 
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第3章 

情報セキュリティ確保のための 

基本的な対策 

3.1 利用者は基本的な対策を講じる 

ボットやトロイの木馬などの悪質なソフトウェアに引っかかる一番の原因は、脆弱性を狙われ

たためではなく、利用者がブラウザや電子メールクライアントを使用する際に、あぶない兆候を

見逃してしまう点にあります。あぶない兆候には、例えば下記のようなものがあります。 

 

いつも使っているウェブサイトなのに、今日だけ警告が出る 

電子メールの URL をクリックして右

図のような警告が出た場合、フィッシン

グ詐欺サイトに誘導されていたり、通信

路上で盗聴や改ざんが行われている

可能性が高いです。一旦ブラウザを終

了し、ブックマーク等の確実な手段で

そのウェブサイトにアクセスしなおすよ

うにし、それでも警告が出続けるようで

あれば、そのウェブサイトへのアクセスは取りやめてください。 

3.1.1 あぶない徴候をみのがさない 

利用中の
ウェブサイトは
信頼できますか？

ショッピングサイトでの警告画面に注意

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

検証できない
証明書は、
様々な危険の
原因となります
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3.1.3 コンピュータを安全な状態に保つ 

利用者は、利用しているコンピュータを安全に保つための、基本的な対策を徹底する必要が

あります。基本的な対策には、下記のようなものがあります。 

 

1. コンピュータを常に最新の更新が適用された状態にする 

2. サポートの切れた OS やアプリケーションは、できる限り使用しないか、新しいもの

に移行する 

3. 対策ソフトウェアを導入するなどして、コンピュータのセキュリティを強化する 

4. 万が一のために、必要なファイルのバックアップを取る 

 

3.1.2 信頼できないソフトウェアやデータを使わない 

ファイル交換ソフトや、信用できないウェブサイトから入手したソフトウェアやデータには、ウイ

ルスやスパイウェア、ボットなどが付属していることがあります。ソフトウェアを導入したり、データを

利用する際は、以下に挙げるような情報から、安全性を検討した上で、利用してください。 

 

● 配布者のデジタル署名に含まれる会社名などの情報 

● ウイルス対策ソフトウェア等を利用して、検査した結果 

● 第三者の評価 

また、正規のソフトウェアであっても、個人情報などを収集するプログラムやスパイウェアを共

にインストールするものがあります。このようなケースでは、ソフトウェアのライセンスや使用許諾

契約書で導入が必須と定められている場合があります。ソフトウェアの導入の際は、あらかじめラ

イセンスや使用許諾契約書を確認した上で導入するようにしてください。 
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管理者の管理下にあるコンピュータやネットワークのセキュリティレベルを保つには、個々のク

ライアントやネットワークの構成要素のセキュリティを保つ以外にも、セキュリティポリシーを定め、

クライアントの管理方法や修正プログラムの適用手法、トラブルが発生した場合の対処法などを

定める必要があります。 

 

インターネット上での攻撃方法は日々変化するため、ソフトウェアに脆弱性が発見される可能

性は時間の経過とともに高くなります。重要なサーバなどにセキュリティ検査を行い、危険ではな

いと判断してもそれはその時点での結果でしかありません。 

 

一過性のセキュリティ対策ではなく、セキュリティマネジメントとしてPDCA（計画・実行・点検・

処置）の各サイクルに沿い、継続的にセキュリティ対策および運用を行い、セキュリティレベルを

保つことが重要です。 

 

IPA では、企業のセキュリティ対策の取組状況を自己採点できるシステムを構築し、ウェブサ

イトで公開しました。詳細は、「付録 E 情報セキュリティベンチマーク」を参照してください。 

 

また、ウェブサイトは顧客や社会との窓口として重要性を増しています。そのウェブサイトの脆

弱性により顧客情報や企業情報が漏えいするようなセキュリティインシデントが発生すると、企業

のブランド失墜、更には事業継続を危うくすることになります。経営者と一体となって事業継続計

画（BCP）を策定し、セキュリティマネジメントとして運用することが今後ますます大切になります。

具体的な考慮事項は、「付録 J  ウエブサイトに対するセキュリティインシデントを考慮したビジネ

ス継続計画（BCP） 」を参照してください。 

3.2.1 総合的なセキュリティレベルを保つ 

3.2 管理者はセキュリティを考慮した運用を行う 
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通常、ネットワーク機器などには維持費があり、サーバやソフトウェアには保守費用が予算とし

て確保されます。しかし、世間でさかんにセキュリティについて言われていても「ウチが攻撃される

はずがない」「脆弱性は見つかるはずがない」と当事者意識が無く、セキュリティ対策費用につい

ては計上されない場合が多いようです。 

 

インターネット上での攻撃手法は日々変化しています。新しいソフトウェアやウェブサイトに対

する攻撃が見つかるだけではなく、今まで安全だとされていたソフトウェアやウェブサイトに対して

も攻撃が可能な新しい手法が見つかることも年に数回程度あります。ネットワークを利用している

限り、セキュリティ対策の必要が無いソフトウェアやウェブサイトはありえません。 

 

他のウェブサイトで新しい攻撃手法による被害事例が出た際、同じ被害を受けないためにも 

自分のウェブサイトを見直すことも安全のためには必要です。その調査と修正のためには短期間

に多くのリソースが必要となります。このような緊急の際に必要な予算は、予備費をあらかじめ確

保しておかなければ間に合いません。あらかじめ、被害にあった時のリスクを想定して、予算に組

みいれておくことをおすすめします。 

3.2.2  品質管理や保守作業と同様に、 

 セキュリティ対策の体制を確保する 
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3.3 開発者は開発段階からセキュリティ品質を作りこむ 

ネットワークを利用する以上、製品もウェブサイトも、セキュリティを意識した開発を行う必要が

あります。 

 

安全なソフトウェアを作る方法は、あらかじめ設計の段階からセキュリティを意識して進めるこ

とです。脆弱性が発見されてからの修正だけがセキュリティ対策ではありません。ソフトウェアに

必須の基本機能の一つとしてセキュリティを捉えるようにしてください。大規模なソフトウェアで

は、ライブラリを設計する段階から、ミスの起きにくい設計にすると良いでしょう。 

3.3.1 ソフトウェアにセキュリティは必須と考える 

3.3.2 安全なソフトウェアソフトウェア 

安全なソフトウェアやウェブサイトを作成するためには、設計段階からきちんとセキュリティを

要求事項として盛り込む必要があります。 

 

ウェブサイトにおいては類似の脆弱性が多数のウェブサイトで発見されています。開発者自身

がセキュリティを意識して開発する必要があります。 

 

脆弱性の多くはあたり前の処理をあたり前に行わないことが原因となります。例えば、SQL 文

中で文字列を取り扱う場合、その文字列に「'」（シングルクオート）が含まれていたときに動作に

不具合が出るのは、正しいプログラムではありませんし、SQL インジェクションの脆弱性に繋がる

可能性があります。動作に不具合が出ない、正しいプログラムを記述すれば、脆弱性も自然に解

消することができます。 

 

ここでは具体的な対策方法は説明しませんが、「安全なウェブサイトの作り方」などの資料を

参考に、安全なソフトウェアの作り方について是非学んでください。 
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3.3.3 初期設定は安全優先にする 

大多数の利用者は大きな不満が無い限り初期設定を使い続けようとします。そのため、初期

設定段階での安全が重要となります。 

 

例えばネットワークを利用する家電で、HTTP Proxy に類似した機能を利用する製品があり

ましたが、家庭内の LAN で利用することを想定し、初期設定ではアクセス制限を行わない設定

となっていました。そのため、ファイアウォールや、NAT機能を持つルータを経由せずに直接イン

ターネットに接続した場合、外部の人間がインターネット越しに HTTP Proxy として製品を利用

でき、宣伝目的でのウェブサイトへの書き込みの踏み台となってしまった事例がありました。 

 

ネットワークを利用する家電の場合は、あらかじめアクセスできる機器を登録制にして制限し

たり、プライベートネットワークからしかアクセスできないように設定しておくことで、外部の人間に

不用意に利用される事態を防ぐことができます。 

 

初期設定は利用者が長く使い続ける可能性が高い設定です。そのため、 初の段階で安全

な状態を保てるように設計し、誤操作や誤動作が起こってもフェイルセーフで安全側に倒れるよ

うにすることをおすすめします。 

 

また、初期設定におけるパスワードに関しては、「第8位 狙われ続ける安易なパスワード」にお

ける開発者の対策（37 ページ）も参照してください。 

 

特に、組込み機器においては出荷後の変更が難しいため、初期設定の重要性は高いものと

なります。参考資料[71]などを参考に、セキュリティを考慮した開発を行ってください。 
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3.3.4 脆弱性に対応した際は適切に公開する 

セキュリティを意識して開発された製品であっても、現実には安全上の問題点即ち脆弱性が

生じてしまうことがあります。製品の脆弱性は、利用者の情報資産や社会活動を危険にさらしうる

ものです。このため製品開発者は、可及的速やかに自主的に脆弱性対策を施し、利用者に的確

な脆弱性対策情報を提供することが望まれます。 

 

製品開発者が、利用者に対して脆弱性対策情報を公表する場合、その情報の中には下記の

ような項目が含まれていることが望まれます。 

 

● 製品の名称およびバージョン 

● 脆弱性対策情報の公表時期 

● 脆弱性によってもたらされ得る脅威 

● 回避策 

● 他に公表されている脆弱性関連情報 

 

このような告知は、製品ごとあるいは会社全体で、専用の脆弱性対策情報ページを設けて行

う事が理想的です。脆弱性対策情報は、利用者の安全に直接関わるものですから、製品紹介や

その他の情報に埋もれてしまうのは望ましくありません。また、他のサイトからリンクされる場合を考

慮し、個々の脆弱性対策情報のページは外部から直接リンクされても問題ない構成とし、できる

だけ長期間同じ URL で脆弱性対策情報を公表し続けるのが理想的です。 

参考資料 

[69] IPA 「セキュア・プログラミング講座」 
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programming/index_main.html 

[70] IPA 「安全なウェブサイトの作り方」 
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20060131_websecurity.html 

[71] 「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」報告書の公開について 
http://www.ipa.go.jp/about/press/20060518.html 
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2006年になり、セキュリティ上の脅威はますます複雑かつ巧妙、被害が「見えなくなる」傾向が

顕著になってきました。 

 

ボットによるスパムメールを利用した標的型のフィッシング詐欺など、複数の脅威を組み合わ

せた攻撃が実際の脅威となっています。攻撃の対象も、コンピュータ自体からそれを操作する

「人」に移りました。そして、攻撃による被害自体も、SQL インジェクションなど被害を受けている

ことが「見えにくい」ものが増えています。 

 

「人」を対象にした攻撃は、旧来のパッチとアンチウイルスソフトといった機械的な対策だけで

は防ぎきることができません。これらの脅威に備えるためには、利用者や開発者、管理者自身が

脅威をきちんと知った上で対策を行う必要があります。しかし、安易なパスワードや脆弱性の作り

こみ、持ち出しポリシーの不徹底などの、ごく基本的なところを突かれて被害を受けてしまう例が

まだまだ見うけられます。 

 

対策を行う際には、場当たり的な対策ではなく、意識して適切な準備と行動を行うことが重要

です。利用者は安易なパスワードを使わない、開発者は設計時からセキュリティを意識して行動

する、管理者はポリシーを定めて PDCA サイクルで徹底させるなど、それぞれの立場で、セキュ

リティを意識して行動する必要があります。 

 

セキュリティ上の脅威を単独で知っているだけでは不十分です。脅威は組み合わされ、見えに

くい形で攻撃に使われるようになりました。脅威同士の関係を理解し、対策がどこまでなら有効な

のかという対策の限界をしっかりと認識した上で対策を行ってください。 

 

本書により見えにくい脅威を認識し、今後のセキュリティ対策に役立てていただければ幸いで

す。 

まとめ 
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付録A 

2006年の 
コンピュータウイルス届出状況 

1. 届出件数  

2006 年 1 月～ 12 月のコンピュータウイルス届出状況をまとめました。 

2006 年の年間届出件数は 44,840 件となり、前年（2005 年）の 54,174 件から大幅な減少と

なりましたが、史上 3 番目の届出件数であり、ウイルスが蔓延している状況に変化はありませんで

した。 

実際にパソコンに感染した(実害があった)ケースは毎年減少する傾向にあり、2005
年には0.4%、2006年は0.2% となりました。メールサーバへのウイルス対策ソフトの導入

など、セキュリティ対策が広く浸透している状況が伺えます。  

ウイルス届出件数の年別推移

44,840

54 ,174
52 ,151

14 57 253 897 1 ,1 27 668 755
2 ,391 2 ,035

3 ,645

11 ,1 09

24 ,261

20 ,352
17 ,425

0

10 ,000

20 ,000

30 ,000

40 ,000

50 ,000

60 ,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
年

件数

独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター(IPA/ ISEC)

セキュリティホールを悪用するMSBlaster、Welchia が
出現し、猛威を振るう

※1990年は4～12月

Netskyウイルスの亜種が次々に登場
セキュリティホールを悪用する亜種も出現

Mytobが出現し、2ヶ月余りで70種類以上もの亜種が登場
依然としてNetskyの届出が多数寄せられる
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２. 届出ウイルス  
届出されたウイルスは 156 種類（2005 年 171 種類）で、そのうち 2006 年に初めて届出され

たウイルスは 29 種類（2005 年 51 種類）でした。 

届出ウイルスのうち、検出数の多い順は上から、W32/Netsky、W32/Mytob、W32/Sober と

なっています。 

 

W32/Netsky は、2004 年 2 月に初めて届出のあったウイルスですが、依然として、 も多くの

届出が寄せられています。 

ウイルス名称 検出数 届出件数 

W32/Netsky 15,229,481 10,664 

W32/Mytob 1,884,064 4,405 

W32/Sober 1,654,680 583 

W32/Bagle 782,044 4,012 

W32/Stration 659,969 1,484 

W32/Looked 598,458 114 

W32/Mywife 477,414 2,633 

W32/Mydoom 274,227 3,081 

W32/Nuwar 173,888 5 

W32/Lovgate 130,471 1,742 
その他のウイルス 353,438 16,117 

合   計 22,218,134 44,840 

 備考：件数には亜種の届出を含む 

付録A 2006年のコンピュータウイルス届出状況 
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ウイルス別検出数推移（2006年1月～12月）
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付録A 2006年のコンピュータウイルス届出状況 
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付録B 

2006年の 
コンピュータ不正アクセス届出状況 

1. 届出件数  

2006 年 1 月～ 12 月のコンピュータ不正アクセス届出状況をまとめました。  

25
46 55
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550 619
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331

0
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700

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

不正アクセス届出件数推移(1997-2006)件数

２. 届出種別  

2006 年の年間届出件数は 331 件となり、2005 年の届出件数 515 件と比べて約 36％減少

しました。なお、下記グラフは、過去 10 年間に IPA セキュリティセンターが受け付けた届出件数

の推移を示したものです。 

2006 年は 2005 年と比べて、アクセス形跡の届出数が大幅に減少しました。また全体の届出

数は大幅に減少したものの、被害があった届出件数は微減に留まっています(前年比約8％減)。  
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2006年不正アクセス届出種別

アドレス

詐称

2%

その他

（被害あり)

10%

DoS

4%

ワーム感染

5%
アクセス形跡

(未遂)

48%

その他

（被害なし）

2%
ワーム形跡

2% メール

不正中継

0.3%

侵入

28%

届出種別 2006年 2005年 

侵入 94 98 
メール不正中継 1 8 

ワーム感染 16 8 
DoS(サービス妨害) 12 21 

アドレス詐称 7 6 
その他（被害あり） 32 35 

アクセス形跡（未遂） 159 325 
ワーム形跡 5 7 

その他（被害なし） 5 7 
合計 （件） 331(162) 515(176) 

※ 網掛け部分とカッコ内の数字は、被害があった
届出種別を示しています。 

３. 被害内容  

届出のうち、実際に被害があったケースにおける被害内容の分類です。被害内容件数は前

年比約 11%の微増でした。ファイルの書き換え（プログラムの埋め込み含む）及びホームページ

の改ざんによる被害届出が多く寄せられました。 

*1） 「アクセス形跡（未遂）」はサーバのログや

ファイアウォールのログに不正アクセス試行

の痕跡があったもの 

*2） 「ワーム形跡」はワームによるアクセスを検

知したが、感染の被害を受けなかったもの 

2006年不正アクセス被害内容

その他

37%

ファイルの

書き換え

40%

メール

不正中継

1%

不正アカウント

の作成

0.4%
ホームページ

改ざん

15%
サービス低下

7%

被害内容 2006年 2005年 

メール不正中継 2 9 
サーバダウン 0 6 

不正アカウントの作成 1 4 
ホームページ改ざん 34 32 

パスワードファイルの盗用 0 1 
サービス低下 16 16 

オープンプロキシ 0 1 
ファイルの書き換え 92 69 

その他 84 68 
合計 （件） 229(※) 206(※) 

※ 実被害届出1件に複数の被害内容が存在す
るケースもあるため実被害届出件数合計と
一致していません。  

付録B 2006年のコンピュータ不正アクセス届出状況 
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４. 届出者の分類  

届出者別の内訳は、個人からの届出割合が減少しましたが、依然として 58％と大多数を占め

ています。相対的に、一般法人と教育・研究機関からの届出割合が増加しており、特に教育・研

究機関からの届出数が伸びています。全体の傾向として、相変わらず企業・個人ユーザを問わ

ず無差別に攻撃対象になっていることが推測されます。 

不正アクセス届出者別推移

6%

14%

16%

73%

25%

90%

58%

4%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004年

2005年

2006年

一般法人

個人

教育・研究機関

５. 被害原因  

実際に被害があった届出を原因別分類に見ますと、ID,パスワード管理・設定の不備が 46 件

（28％）、古いバージョン使用・パッチ未導入などが 31件（19%）、設定不備が 6件（4%）、となっ

ています。原因が不明なケースは 57 件（35%）もあり、不正アクセスの手口が巧妙化するととも

に原因究明が困難な事例が多いということが推測されます。 

2006年被害原因

設定不備

4%

古いバージョ

ン、パッチ未導

入など

19%

ID,パスワード

管理の不備

28%

その他

(DoSなど)

14%

不明

35%

被害原因 2006年 2005年 

ID,パスワード管理の不備 46 42 
古いバージョン使用、 

パッチ未導入など 31 28 

設定不備 6 14 

不 明 57 60 
その他（DoSなど） 22 32 

合計 （件） 162 176 

付録B 2006年のコンピュータ不正アクセス届出状況 
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６. 対策情報  

2006 年の特徴として、SSH で使用するポートへの攻撃で侵入された被害（ID、パスワードの

設定不備が主な原因）やウェブアプリケーションの脆弱性を突かれたことによる被害が特に目

立っていたことが挙げられます。しかしながら、基本的なセキュリティ対策を実施していれば、被

害を免れていたと思われるケースが非常に多く見受けられます。一度、原点に返り、システム管

理者は以下の点を確認して総合的に対策を行いましょう。  

 
● ID やパスワードの厳重な管理及び設定 

● セキュリティホールの解消（パッチ適用不可の場合は、運用による回避策も含む） 

● ルータやファイアウォールなどの設定やアクセス制御設定 

● こまめなログのチェック 

また、個人ユーザにおいても同様に以下の点に注意しましょう。 

 
● Microsoft  Update や Office Update など､OS やアプリケーションソフトのアップデート 

● パスワードの設定と管理（複雑化、定期的に変更、安易に他人に教えないなど） 

● 無線 LAN や PC 共有についてのセキュリティ設定確認 

● ルータやパーソナルファイアウォールの活用 

システム管理者向け 

「情報セキュリティ対策ベンチマーク」 
http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/ 

「情報セキュリティ対策実践情報 システム管理者向けのページ」 
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/administrator/administrator.html 

「情報セキュリティ対策実践情報 SOHO（小規模サイト）向けのページ」 
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/soho/soho.html 

「セキュリティ対策セルフチェックシート」  
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/checksheet.html 

「脆弱性対策のチェックポイント」 
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050623_websecurity.html 

「消費者向け電子商取引サイトの運用における注意点」 
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/20050304_ec_security.html 

「コンピュータ不正アクセス被害防止対策集」 
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/cm01.html 

「他組織からの脆弱性情報」 
http://www.ipa.go.jp/security/news/news.html 

 

エンドユーザ・ホームユーザ向け 

「情報セキュリティ対策実践情報 エンドユーザ・ホームユーザ向けのページ」 
http://www.ipa.go.jp/security/awareness/end-users/end-users.html 

「コンピュータを守るために最低限必要なセキュリティ対策」 （マイクロソフト社） 
http://www.microsoft.com/japan/athome/security/protect/default.aspx 

付録B 2006年のコンピュータ不正アクセス届出状況 
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付録C 

2006年のソフトウェア等の 
脆弱性関連情報に関する届出状況 

1. 届出件数  

2006 年 1 月～ 12 月の脆弱性関連情報の届出状況をまとめました。 

2004 年 7 月 8 日に脆弱性関連情報の届出受付を開始してから 2 年 6 ヶ月が経過し、ソフト

ウェア製品に関するもの累計 416 件、ウェブサイトに関するもの累計 750 件、合計 1,166 件の届

出がありました。なお、2006 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの届出件数は、ソフトウェア製品に

関するもの累計 283 件、ウェブサイトに関するもの累計 455 件、合計 738 件です。四半期毎の

届出状況を図 1-1 に示します。就業日 1 日あたりの届出件数は 1.92 件です。 
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1就業日あたりの届出件数（届出開始から各四半期末時点） 

2005/3Q 2005/4Q 2006/1Q 2006/2Q 2006/3Q 2006/4Q 
1.58 1.59 1.61 1.70 1.75 1.92 

図 1-1 脆弱性関連情報の四半期別届出件数の推移 

届出件数は、実際にウェブフォームやメールで届出を受けた件数と同じではありません。 

1つの届出に複数の脆弱性関連情報が含まれる場合は、その脆弱性の数だけ分割して計上しています。  

(1) ソフトウェア製品の脆弱性 

ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の届出について、処理状況を図 1-2 に示します。 

2006 年中に公表した脆弱性は、88 件（累計 142 件）です。また、「不受理」としたものは 52 件

（累計 67 件）です。 「不受理」の届出についても、必要に応じて製品開発者に伝えています。 
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脆弱性ではない

（括弧内の数字は、2006年に「公表」、 

「脆弱性でない」と判断されたもの等の件数） 

公表済み： JVNで脆弱性への対応状況を公表したもの 

脆弱性ではない： 製品開発者により脆弱性ではないと判断されたもの 

取扱い中： 製品開発者が調査、対応中のもの 

不受理 ： 告示で定める届出の対象に該当しないもの 

図 1-2 ソフトウェア製品 各時点における脆弱性関連情報の届出の処理状況 

(2) ウェブアプリケーションの脆弱性 

ウェブアプリケーションの脆弱性関連情報の届出について、処理状況を図 1-3に示し

ます。 
ウェブアプリケーションの脆弱性については、2006 年中に処理を終了したものは 225

件（累計 517 件）でした。このうち、「修正完了」したものは 169 件（累計 403 件）、ウェブ

サイト運営者により「脆弱性はない」と判断されたものは 34 件（累計 71 件）、脆弱性を

「運用で回避」することで対応されたものが 10 件（累計 18 件）、修正ではなく「当該ペー

ジを削除」することで対応されたものが 14 件（累計 27 件）ありました。「修正完了」したも

ののうち 23 件（累計 91 件）はウェブサイト運営者からの依頼により IPA が修正を確認し

ました。 
 
このほか、「不受理」としたものが 22 件（累計 48 件）ありました。「連絡不可能」の届出

のうち、16 件は修正されています。その中には、ウェブサイト運営者とは連絡が取れない

ためレンタルサーバ会社と連絡を取り、修正が確認できたサイトや、脆弱箇所の記述が

削除されていることが確認できたサイトがあります。また、13 件は、当該ページ自体が削

除されており、脆弱性がなくなっていることを確認しています。メールや電話でウェブサイト運

営者と連絡が取れない場合は、郵送手段などでの連絡を試みています。 
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修正完了： ウェブサイト運営者により脆弱性が修正されたもの 

脆弱性ではない： ウェブサイト運営者により脆弱性はないと判断されたもの 

運用で回避： 修正はせず、運用により被害を回避しているもの 

当該ページを削除： 修正ではなく当該ページを削除することで対応されたもの 

確認済 ： 修正完了のうち、IPAが修正を確認したもの 

取扱い中： ウェブサイト運営者が調査、対応中のもの 

連絡不可能： ウェブサイト運営者と連絡が取れず、取扱いができないもの 

不受理： 告示で定める届出の対象に該当しないもの 

図 1-3 ウェブアプリケーション 各時点における脆弱性関連情報の届出の処理状況 

２. ソフトウェア製品の脆弱性関連情報の取り扱い 

(1) ソフトウェア製品の脆弱性情報 

図 2-1 に、届出受付開始から 2006 年末までに IPA に届出されたソフトウェア製品の内訳を

示します。2005 年後半からオープンソースソフトウェアに関する届出が増加する傾向にあり、

2006 年もやや増加する傾向で推移しました。2Q、4Q は届出件数が多く、特に 4Q は、他の四半

期に比べ、3 ～ 5 倍の件数を計上しました。 
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届出受付開始から2006年末までに IPAに届出されたソフトウェア製品に関する脆弱性関連

情報 416 件のうち、不受理のものを除いた 349 件の製品種類別の内訳を図 2-2 に、原因別の

内訳を図 2-3 に、脅威別の内訳を図 2-4 に示します。 
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ネーム・ディレクトリサーバ
情報家電
周辺機器

その他

※ その他には、データベース、ワープロソフト等があります 

図 2-2  ソフトウェア製品の脆弱性 種類別内訳（届出受付開始から2006年12月末まで） 

図 2-2 に示すように、IPA に届出があった脆弱性には、「ウェブアプリケーションソフト」に関す

るものが多くあります。また、パソコンなどのコンピュータ上で動くソフトウェアだけでなく、携帯機

器や情報家電、パソコンの周辺機器などに関するものが含まれています。 
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その他ウェブに関連する不備

図 2-3  ソフトウェア製品の脆弱性 原因別内訳（届出受付開始から2006年12月末まで）  
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図 2-4  ソフトウェア製品の脆弱性 脅威別内訳（届出受付開始から2006年12月末まで）  

図 2-3 に示すように、脆弱性の原因は「ウェブアプリケーションの脆弱性」が 多であり、図 2-

4に示すように、脅威についても「任意のスクリプト実行」が 多となっています。これは、「ウェブア

プリケーションソフト」以外のソフトウェア製品であっても、ウェブブラウザから管理、使用するもの

が多くあり、そこに脆弱性が存在するためです。  

(2)ソフトウェア製品の脆弱性情報の公表状況 

脆弱性関連情報に対する製品開発者の対応状況は、IPA と JPCERT/CC が共同運営して

いる脆弱性対策情報ポータルサイト JP Vendor status Notes（JVN）において公表していま

す。 

  情報提供元 累計 

① 
国内の発見者からIPAに届出があったもの、および、製品開発者自身から自社

製品の脆弱性、対策方法について連絡を受けたもの 
142 

②   
海外CSIRT(Computer Security Incident Response Team)から連絡を受け

たもの 
141 

  計 283 

 表 2‑1 脆弱性関連情報の提供元別 脆弱性公表件数 

届出受付開始から 2006 年 12 月末までの届出について、脆弱性関連情報の届出（表 2-1 の

①）を受理してから製品開発者が対応状況を公表するまでに要した日数を図 2-5 に示します。

全体の 41％の届出が 45 日以内に公表されています。   
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図2-5  ソフトウェア製品の脆弱性 公表日数 

３. ウェブアプリケーションの脆弱性関連情報の取り扱い 

(1) ウェブアプリケーションの脆弱性情報 

届出受付開始から 2006 年末までに IPA に届出されたウェブサイトの脆弱性関連情報 750

件のうち、不受理のものを除いた 704 件について、種類別内訳を図 3-1 に、種類別の届出件数

の推移を図 3-2 に、脅威別内訳を図 3-3 に示します。 
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図 3-1  ウェブアプリケーションの脆弱性種類別内訳（届出受付開始から2006年12月末まで） 
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2006年も「クロスサイト・スクリプティング」が多く届出され（図3-2）、脆弱性の種類は「クロスサ

イト・スクリプティング」「SQL インジェクション」が全体の 7 割近くをしめます（図 3-1）。 

「クロスサイト・スクリプティング」が多く届けられたことから、脆弱性の脅威としては「本物サイト

上への偽情報の表示」が増え、「SQL インジェクション」の脅威である「データの改ざん、消去」よ

りも多くなっています（図 3-3）。ウェブサイト運営者は、引き続き脆弱性を作りこまないように注意

してください。 
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図 3-2  ウェブサイトの脆弱性種類別件数の推移（届出受付開始から2006年12月末まで） 

図 3-3  ウェブアプリケーションの脆弱性脅威別内訳（届出受付開始から2005年12月末まで） 
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(2)ウェブアプリケーションの脆弱性の修正状況 

届出受付開始から 2006 年末までの届出について、ウェブサイト運営者に脆弱性の詳細情報

を通知してから修正されるまでに要した日数およびその傾向を、脆弱性の種類別に図 3-4 およ

び図 3-5 に示します。全体の 54%の届出が 30 日以内、全体の 80%の届出が 90 日以内に修正

されています。 
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図 3-5  ウェブアプリケーションの脆弱性別 修正に要した日数  

付録 C 中の脆弱性に関する詳細は、付表 C1 と C2 をご覧ください。 
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付表C1 ソフトウェア製品 脆弱性の原因分類 

  脆弱性の原因 説明 
届出において 

想定された脅威 

1 アクセス制御の不備 
アクセス制御を行うべき個所において、
アクセス制御が欠如している 

設定情報の漏洩 
通信の不正中継 
なりすまし 
任意のスクリプトの実行 
認証情報の漏洩 

2 ウェブアプリケーショ
ンの脆弱性 

ウェブアプリケーションに対し、入力され
た情報の内容の解釈や認証情報の取
扱い、出力時の処理に問題がある。「ク
ロスサイト・スクリプティング」攻撃や
「SQLインジェクション」攻撃などに利用
されてしまう 

アクセス制限の回避 
価格等の改ざん 
サービス不能 
資源の枯渇 
重要情報の漏洩 
情報の漏洩 
セッション・ハイジャック 
通信の不正中継 
なりすまし 
任意のコマンドの実行 
任意のスクリプトの実行 
任意のファイルへのアク
セス 
認証情報の漏洩 

3 仕様上の不備 

RFC等の公開された規格に準拠して、
設計、実装した結果、問題が生じるも
の。プロトコル上の不備がある場合、こ
こに含まれる 

サービス不能 
資源の枯渇 

4 証明書の検証に関す
る不備 

ウェブブラウザやメールクライアントソフ
トに証明書を検証する機能が実装され
ていない、または、検証が正しく行われ
ずに、偽の証明書を受けいれてしまう 

証明書の確認不能 
なりすまし 

5 セキュリティコンテキ
ストの適用の不備 

本来、厳しい制限のあるセキュリティコ
ンテキストで取り扱うべき処理を、緩い
制限のセキュリティコンテキストで処理
してしまう 

アプリケーションの異常
終了 
情報の漏洩 
任意のコードの実行 
任意のスクリプトの実行 

6 バッファのチェックの 
不備 

想定外の長さの入力が行われた場合
に、長さをチェックせずバッファに入力し
てしまう。「バッファオーバーフロー」攻
撃に利用されてしまう。 

サービス不能 
任意のコードの実行 
任意のコマンドの実行 

7 ファイルのパス名、内
容のチェックの不備 

処理の際のパラメータとして指定されて
いるディレクトリ名やファイル名、ファイ
ルの内容をチェックしていない。任意の
ディレクトリのファイルを指定できてしま
い、「ディレクトリ・トラバーサル」攻撃に
利用されてしまう。また、破損したファイ
ルや不正に書き換えられたファイルを
処理した際に不具合が生じる 

アプリケーションの異常
終了 
サービス不能 
資源の枯渇 
任意のファイルへのアク
セス 
認証情報の漏洩 
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付表C2 ウェブアプリケーション脆弱性の分類 

  脆弱性の種類 深刻度 説明 
届出において 
想定された脅威 

1 ファイルの誤った
公開 

高 
一般に公開すべきでないファイルが公
開されており、自由に閲覧できる状態
になっている 

個人情報の漏洩 
サーバ内ファイル
の漏洩 
データの改ざん、消
去 
なりすまし 

2 パス名パラメータ
の未チェック 

高 

ユーザからの入力を処理する際のパラ
メータとして指定されているファイル名
を、ユーザが変更し、ウェブサーバ上
の任意のディレクトリのファイルを指定
できてしまう 

サーバ内ファイル
の漏洩 

3 ディレクトリ･トラ
バーサル 

高 
ウェブサーバ上のディレクトリのアクセ
ス権を超えて、本来許可されている範
囲外のディレクトリにアクセスできる 

個人情報の漏洩 
サーバ内ファイル
の漏洩 

4 セッション管理の
不備 

高 

セッション管理に、推測可能な情報を
使用しているため、他のユーザの情報
が容易に推測でき、他のユーザになり
すまして、サービスを利用することがで
きる 

Cookie情報の漏洩 
個人情報の漏洩 
なりすまし 

5 SQLインジェク
ション 

高 

入力フォームなどへSQLコマンド（デー
タベースへの命令）を入力し、データ
ベース内の情報の閲覧、更新、削除な
どができる 

個人情報の漏洩 
サーバ内ファイル
の漏洩 
データの改ざん、消
去 

6 DNS情報の設定
不備 

高 

DNS サーバに不適切な情報が登録さ
れているため、第三者がそのドメイン名
の持ち主であるかのようにふるまえて
しまう 

ドメイン情報の挿入 

7 オープンプロキシ 中 

外部の第三者により、他のサーバへの
アクセスを中継するサーバとして利用
され、不正アクセスなどの際にアクセス
元を隠すための踏み台にされてしまう 

踏み台 

8 クロスサイト･ 
スクリプティング 

中 

ユーザのCookie情報を知らないうちに
転送させたり、偽の情報を表示させた
りするような罠のリンクをユーザにク
リックさせ、個人情報等を盗むことがで
きる 

Cookie情報の漏洩 
サーバ内ファイル
の漏洩 
個人情報の漏洩 
データの改ざん、消
去 
なりすまし 
本物サイト上への
偽情報の表示 

9 
クロスサイト・リク
エスト・フォージェ
リ 

中 

ユーザを罠のページに誘導すること
で、そのユーザが登録済みのサイトに
ひそかにアクセスさせ、登録情報の変
更や商品の購入をさせることができる 

データの改ざん、消
去 
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10 HTTP レ ス ポ ン ス
分割 

中 

攻撃者がユーザに対し、悪意のある要
求をウェブサーバに送信するように仕
向けることで、ウェブサーバからの応答
を分割させて応答内容をすり替え、
ユーザに対して偽のページを表示させ
ることができる 

ウェブキャッシュ情
報のすり替え 
  

11 セキュリティ設定の 
不適切な変更 

中 

ユーザに対し、ソフトウェアをインストー
ルさせたり、ブラウザのセキュリティレ
ベルを下げるよう指示することでクライ
アントPCのセキュリティ設定を低下さ
せる 

利用者のセキュリ
ティレベルの低下 

12 リダイレクタの不適
切な利用 

中 

ウェブサーバに設置したリダイレクタが
悪意あるリンクへの踏み台にされたり、
そのウェブサイト上で別のサイト上の
ページを表示させられてしまう 

踏み台 
本物サイト上への偽
情報の表示 

13 フィルタリングの回
避 

中 

ウェブサイトのサービスやブラウザの
機能として提供されているフィルタリン
グ機能が回避される問題。これにより、
本来制限されるはずのウェブページを
閲覧してしまう 

利用者のセキュリ
ティレベルの低下 
なりすまし 

14 OSコマンドインジェ
クション 

中 

攻撃者がウェブアプリケーションを介し
てウェブサーバの OS コマンドを実行
できてしまい、サーバ内ファイルの閲覧
やシステム操作、不正なプログラムの
実行などを行われてしまう 

任意のコマンドの実
行 

15 メールの第三者中
継 

低 

利用者が入力した内容を管理者が指
定したメールアドレスに送信する機能
で、外部の利用者が宛先メールアドレ
スを自由に指定できてしまい、迷惑メー
ル送信の踏み台に悪用される 

メールシステムの不
正利用 

16 HTTPS の不適切
な利用 

低 

HTTPS による暗号化をしているが、
暗号の選択や設定が十分でなかった
り、ウェブサイトでのユーザへの説明に
間違いがある、または、ウェブサイトの
設計上、ユーザから証明書が確認でき
ない 

なりすまし 

17 価格等の改ざん 低 

ショッピングサイトにおいて、価格情報
等が利用者側で書き換えられる。書き
換えによる被害は、ウェブサイト側に限
定される 

データの改ざん 

API : Application Program Interface 
DNS : Domain Name System 
CGI : Common Gateway Interface 
HTTP  : Hypertext Transfer Protocol 
HTTPS : Hypertext Transfer Protocol Security 
ISAKMP : Internet Security Association Key Management Protocol 
MIME : Multipurpose Internet Mail Extension 
RFC : Request For Comments 
SQL   : Structured Query Language 
SSI   : Server Side Include 
SSL : Secure Socket Layer 
TCP  : Transmission Control Protocol 
URI : Uniform Resource Identifier 
URL  : Uniform Resource Locator 
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付録D 

Winnyによる情報漏えいを防止するために 
－  漏 れ て い る の は 、 官 公 庁 や 大 企 業 の 情 報 だ け で は な い  － 

I．Winnyネットワークを介して感染するウイルス 

   (W32/Antinny)の特徴  

官公庁や大企業の取り扱う個人情報や機密情報等が職員等の私有または私用パソコン(以

下「私有パソコン」という。)から漏えいする事件が、毎日のようにニュースに取り上げられています。 

 

報道によると、漏えいした情報の種類こそ違いますが、ほとんどの事件に共通している点は、職

員がファイル交換ソフト(注 1) Winny を導入（インストール）した私有パソコンに、官公庁や企業

等で取り扱う個人情報や機密情報等をコピーし、使用していたところ、ウイルス（W32/Antinny）

に感染し、情報漏えいしたという点です。 

 
(注 1) インターネットを利用して、不特定多数のユーザ間でファイルを交換できるソフトウェア。 

 

Winny 経由で情報が漏えいする仕組みを、図 D1.1 に示します。 

図D1.1 Winny経由で情報が漏えいする仕組み 

ウイルス（W32/Antinny）に感染すると、パソコン内の送受信メールや Word や Excel 等の

データファイルが、パソコン内の公開フォルダにコピーされてしまいます。公開フォルダにコピーさ

れたファイルは、世界中の Winny 利用者が入手できる状態になったということです。 

 

図 D1.1 に示すように、インターネット（Winny のネットワーク）に流出したデータは、不特定多

数の Winny 利用者が保有することになり、回収することは不可能です。 

このため、情報漏えいを未然に防ぐことがとても重要です。 

 

なお、中小企業や個人事業者、一般の個人ユーザの情報漏えいがニュースに取り上げられな
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いのは、漏えいした情報がどこからのものか特定できない、重要ではないと考えられたなど、

ニュース性が低いため報道機関が取り上げなかっただけと考えられ、 情報漏えいがないというこ

とではありません。 

情報漏えい問題は、他人事と考えずに、自分に当てはめて考えていただくことが重要です。 

 

公表された Winny 経由での情報漏えい事件には、次のような原因と対策が挙げられます。 

 

◆ 予算の関係でパソコンの割り当てが不足していて、私有パソコンを使っていた。 

    → 私有パソコンを使わないように再徹底する。 

 

◆ 情報を持ち出さないようルールはあったが、徹底されていなかった。 

    → ルールを再徹底し、チェックを強化する。 

 

◆ ウイルスに感染していることに気づいていなかった。 

    → ウイルス対策の重要性を再徹底する。 

 

貴方には当てはまりませんか？！ 

II．具体的な対策・その1：予防策 

Winny からの情報漏えいを防ぐには、次のような対策が考えられ、それらを組み合わせて実

施することが有効と考えられます。 

 

(1) 漏えいして困る情報を取り扱うパソコンには、Winny を導入しない。 

(2) 職場のパソコンに許可無くソフトウェアを導入しない、または、できないようにす

る。 

(3) 職場のパソコンを外部に持ち出さない。 

(4) 職場のネットワークに、私有パソコンを接続しない、または、できないようにする。 

(5) 自宅に仕事を持って帰らなくて済むよう作業量を適切に管理する。 

(6) 職場のパソコンから USB メモリや CD 等の媒体に情報をコピーしない、またはで

きないようにする。 

(7) 漏えいして困る情報を許可無くメールで送らない、または、送れないようにする。 

(8) ウイルス対策ソフトを導入し、最新のウイルス定義ファイルで常に監視する。 

(9) 不審なファイルは開かない。 

 

パソコンの管理者や利用者が自ら実施できる対策もあれば、上司が行うべき対策もあります。

また、職場のルールを変えたり、ネットワークシステムや設備の変更を伴う対策もあります。どの対

策を組み合わせるかは、簡単なもの、効果がありそうなものというような単純な選択ではなく、取り

扱う情報と漏えい時の影響、導入コスト等を考慮して、総合的に検討することが重要です。 

 

官公庁や企業等においては、個人情報や機密情報等の情報漏えいを防ぐためにどのような
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対策を行うべきか、 管理的対策と技術的対策について具体的にまとめてみます。 次にあげる対

策のポイントを参照し、あらためて情報の扱いについて確認し、トラブルの発生を未然に防ぐよう

対処してください。 

1.管理的対策のポイント（パソコン利用のルールを作って運用） 

     

(1)ファイル交換ソフトの使用条件を定めておく 

組織(委託先を含む)で業務に用いるパソコンについては、ファイル交換ソフトの使用条件を定

めておくことが重要です。 

パソコン内の情報が漏えいする危険性を考慮すると、個人情報や機密情報等が保存されて

いるパソコンではファイル交換ソフトの使用は控えるべきです。 

 

(a)業務に必要ということでファイル交換ソフトを使用しているパソコンはないか？ 

業務に無関係な目的で導入しているソフトウェアは削除すべきです。 

 

(b)ファイル交換ソフトの使用を許可したパソコンに許可した範囲以外のファイルが保存さ

れていないか？ 

使用が許可される場合であっても、個人情報や機密情報等が保存されているパソコン

へインストールするべきではありません。 ウイルス感染や誤操作により、公開用フォルダ以

外の場所に格納されている個人情報や機密情報等が外部に流出してしまう危険性があり

ます。 

     

(c)ファイル交換ソフトの管理は充分に行っているか？ 

定められた使用方法、使用条件に適合しているか、常に管理する必要があります。 

 

(2)私有パソコンの利用条件を定めておく 

私有パソコンは、組織として管理することが難しく、業務で使用することは望ましいとは言えま

せん。更に、私有パソコンで個人情報や機密情報等を取り扱わせることは、きわめて危険で避け

るべきです。しかし、やむをえず私有パソコンを業務に使用する場合は、管理について定めてお

くことが重要です。 

    

(a)私有パソコンを職場に持ち込んで使用したり、 

職場のネットワークに接続することについてのルールを定めているか？ 

業務に無関係な目的で使用すべきではありません。 

 

(b)私有パソコンを利用することを許可制にしているか？ 

扱う情報の範囲や期間などを明確にして許可する必要があります。 

その私有パソコンに許可された利用範囲を、管理者が確認できるようにすべきです。 

私有パソコンの許可は自動延長ではなく、定期的に再審査すべきです。 

 

(c)私有パソコンを職場から持ち出す場合のチェックは十分か？ 

個人情報や機密情報等を取扱う私有パソコンを職場から持ち出すことは、パソコン内
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の情報が漏えいする危険性が高く、許可するべきではありません。 相応の理由で持ち出

す場合は、個人情報や機密情報等が内在していないかをチェックし、職場外での利用形

態や窃盗や紛失でも情報漏えい対策（暗号化等）が十分であるかチェックする仕組みが

必要です。 

 

(3)個人情報や機密情報等の外部への持ち出しについてのルールを定めておく 

個人情報や機密情報等を含む業務情報を記録媒体などにコピーして外部に持ち出すこと

は、外部のパソコンからの情報漏えいや記録媒体の紛失などのリスクがあり、厳に避けるべきで

す。 しかし、やむをえず持ち出す場合には、次のような厳重な管理をすることが重要です。 

    

(a)個人情報や機密情報等を含む業務情報を記録媒体などにコピーして外部に持ち出

すことについてルールはあるか？ 

手続きが煩雑なために手続きをしないことが起きては意味がありません。 

また、形式的な手続きで、不要な持ち出しが許可されないよう注意する必要がありま

す。ルールの運用にあたっては、職場外で作業するために持ち出すことを十分確認してく

ださい。 

 

(b)持ち出しが認められた情報以外の情報が含まれていないか？ 

記憶媒体などにコピーされた業務情報の中に、許可された情報以外の情報が含まれ

ていないか確認することも重要です。 簡単に情報を確認できるように、ファイル名のつけ

方のルールや、ファイル名等から検索できるデータベースの整備が有効です。 

     

(c)記憶媒体などにコピーされて外部に持ち出された個人情報や機密情報等を管理でき

るか？ 

外部に持ち出した記憶媒体を取り扱う外部のパソコンがウイルス等に感染していて情

報漏えいすることがないようにすることが重要です。 

このため、外部のパソコンを利用して当該業務情報を取り扱った後、外部のパソコン等

に当該業務情報が残らないようにする手順を定める必要があります。 

 

実際の事件において、 数年前に個人情報や機密情報等を取り扱った私有パソコンの

該当ファイルは削除したはずと思いこんでいたパソコンにWinnyをインストールしたことに

より、削除したはずのファイルが漏えいするという事例がありました。 

 

(4)職場におけるクライアントパソコンのウイルス対策状況を把握しておく 

サーバを介さずに P2P(注 2)により外部と接続することが可能なクライアントパソコン

は、サーバの段階でウイルスチェックがされていても、クライアントパソコンにウイルス対策

ソフトを導入していなければ感染被害に遭ってしまいます。 

新種や亜種のウイルスに対応するために、ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更

新を定期的行うことが肝要です。 

 
(注 2) P2P(Peer to Peer) 不特定多数の個人間で、サーバを介さずに、 

          直接データのやり取りを行うインターネットの利用形態。 
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(5)職員へウイルス対策の重要性を再認識させる 

ニュースに取り上げられている Winny 経由での情報漏えい事件のほとんどは、私有の

パソコンを業務に使うことにより被害が起きていることから、職員に対するウイルス対策の

重要性の教育を繰り返し行うことが重要です。 

     

(a)Winny による情報漏えい事件の主な発生要因を十分理解させる 

 

(i) 自分で、自分のパソコンに Winny を導入（インストール）した。 

(ii) 自分で、ウイルス（W32/Antinny）と知らずにクリックしてしまい、自分のパソコンに

感染した。 

(iii) 自分で、自分のパソコンに個人情報や機密情報等をコピーする。 

       但し、家族でパソコンを共用している場合は、(i)と(ii)は、家族かもしれません。 

     

(b)自分は大丈夫だ、自分には関係ないということは間違いであることの意識改革をさせる 

ニュースに取り上げられている事件の関係者の多くが、自分は大丈夫だとの意識でし

た。 

自分が扱っている個人情報や機密情報等が漏えいした場合や、ルールがあってもそれ

を守らない人がいれば、大きな被害をもたらすことを認識させることが大切です。 

 

(c)セキュリティ対策製品やサービスも完全ではないことを理解させる 

ウイルス対策製品やサービスを使用したり利用していても、必ずしもすべてのウイルスを

防ぐことはできません。 

2.技術的対策のポイント 

以下の技術的対策は、オペレーティングシステム(OS)の機能として提供されるものと、ツール

を導入して運用するものがあります。 

 

(1)重要情報はアクセス制限を設ける 

(a)WindowsXP/2000/NT 等の NTFS(New Technology File System)というファイル管理

システムがあります。これを使ってハードディスクのファイルを管理している場合、特定の

ファイルやフォルダに対して、ログインアカウント毎に、アクセス権限を設定することができ

ます。 

    

(b)MS-Word や EXCEL のようなアプリケーションプログラムにおいても、「ファイル」->「ア

クセス許可」メニューから当該ファイルのアクセス権を設定することが可能です。 

 

(c)市販またはフリーソフトウェアにも、独自の方式により、アクセス制限を設定できるものが

あります。 

 

(2)重要な情報はコピー制限を設ける 

(a)市販またはフリーソフトウェアにより、コピー制限を設定できるものがあります。 
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(3)重要な情報は暗号化しておく 

(a)WindowsXP/2000/NT 等の NTFS というファイル管理システムを使ってハードディスク

のファイルを管理している場合、まず特定のフォルダを暗号化フォルダと指定します。その

暗号フォルダに他のファイルを移動すると、移動したファイルが暗号化され、移動を行った

本人だけが開くことができるようになります。 

 

(b)MS-Word や EXCEL のようなアプリケーションプログラムにおいては、「ツール」->「オプ

ション」メニューの「セキュリティ」タグから、当該ファイルのパスワードを設定することが可

能で、保存したファイルは自動的に暗号化されます。 

 

(c)市販またはフリーソフトウェアを使い、ファイルを暗号化できます。 

 

(4)USB メモリ、CD-R、FD の利用制限を設ける 

(a)市販またはフリーソフトウェアにより、外部記録媒体へのアクセス制限を設定できるもの

があります。 

 

(5)私有パソコンの企業内ネットワーク接続に制限を設ける 

(a)ネットワーク管理ソフトにより、未登録のパソコンを企業内ネットワークに接続させない制

限を設定できるものがあります。 

1.ウイルス（W32/Antinny）の感染を確認する方法 

(1)セキュリティベンダのウイルス対策ソフトによるスキャン(検査) 

市販またはフリーソフトウェアのウイルス対策製品を利用し、パソコン内にウイルスがあるかス

キャンします。 

 
主なワクチンベンダーの Web サイト等一覧 
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/vender.html 

 
また、いくつかのセキュリティベンダーは、ウイルススキャンを無料で行えるオンラインサービス

を提供しています。 

 
シマンテック セキュリティチェック 
http://www.symantec.com/region/jp/securitycheck/ 

トレンドマイクロ オンラインスキャン 
http://www.trendmicro.co.jp/hcall/ 

マカフィー フリースキャン 
http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/freescan.asp 

 

III.具体的な対策・その2：対処方法 

付録D Winnyによる情報漏えいを防止するために 
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(2)マイクロソフト社の「悪意のあるソフトウェアの削除ツール」を使い、ウイルスの検索と駆除

を行うことができます。 

 
Microsoft 社 - 悪意のあるソフトウェアの削除ツール 
http://www.microsoft.com/japan/security/malwareremove/ 

 
２.情報が漏えいしているかを確認する方法 

(1)Winny を使っている場合、公開用の「 UP 」フォルダになんらかのファイルが保存されて

いて、それが自分の指定したファイルでなければ、漏えいしている危険性が高いです。また、 

UP フォルダになくても、 Winny が保存されているフォルダにある「 UpFolder.txt 」というファ

イルに他のフォルダが公開用として指定されてしまっている可能性もあります。当該ファイルを

開いて、記載内容を確認し、 UP フォルダ以外に指定されているフォルダがないか確認してく

ださい。 

 

(２)自社の情報が Winny ネットワークに流出していないかを確認するには、Winny を利用し

てやり取りされているファイルをダウンロードして確かめるしか方法はありません。各種報道を見

ていると、他者から指摘されて気付くケースがほとんどです。Winny ネットワークで流れている

データを検索してくれるサービスもあるようです。このようなサービスを利用して、自社の情報が

ないか確認する方法もあります。 

 
Winny 経由の情報流出調査サービス（ネットエージェント社） 
http://www.onepointwall.jp/winny-research.html 

 

３.Winny がインストールされているかを確認及び削除する方法 

以下のセキュリティベンダーから、 Winny そのものを検出するツールが無償で提供されて

います。いずれかのツールを使用し、 Winny として検出されたファイルをすべて削除してくださ

い。また、検出されたファイルが Winny.exe の場合は、そのファイルが入っていたフォルダをま

るごと削除して下さい。 これは、 Winny を起動した際に Winny.exe と同じフォルダ内に設定

ファイルが作られますので、これらのファイルも削除するためです。 

 
アークン - ScanIF Winny 対応版 
https://www.ahkun.jp/resource/dl.html 

シマンテック - Winny 検索ツールについて 
http://www.symantec.com/region/jp/winny/winny_tools.html 

 

シマンテック社 - Winny 検索ツールの表示は英語ですが、その点はご容赦願います。 

 
Windows XP 等で、複数のユーザーで１台のPCを使用している場合、各ユーザーアカウン

ト毎に同様の検出、削除の処置を行ってください。 

 

なお、上記サイトおよびそのリンク先内容の利用によって生じたトラブル・損失・損害には、当

機構では一切責任を負いかねます。あくまでも自己責任の下、自己判断でご利用ください。 

 

 

付録D Winnyによる情報漏えいを防止するために 
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4.ウイルス（W32/Antinny）により情報漏えいしていることが発覚した場

合の対応 

(1) 当該パソコンをネットワークから切り離す 

(2) Winny を削除する前に、漏えいしたファイルを特定する 

(3) 以後の調査のために、漏えいしたファイルを CD や DVD 等の記憶媒体にコピー

する 

(4) 漏えいしたファイルの中の個人情報、機密情報を特定する 

(5) 官公庁や企業等組織の情報ファイルである場合は、当該組織に速やかに報告

する 

(6) ウイルス対策ソフトでスキャンし、感染した原因を特定する(Antinny 亜種の特

定) 

(7) 当該パソコン上で保存すべきデータをバックアップする 

(8) ウイルスを駆除する、または、パソコンをリカバリする（初期状態へ戻す） 

(9) IPA に、ウイルス被害を届出る 

 

５.留意事項 

(1)以上の Winny 対策は、主として職場における対策です。 

職場の個人情報や機密情報等を自宅のパソコンにコピーしなければ情報漏えいしないとい

うことではありません。 

家族や友人の個人情報が漏えいする可能性は同じです。Winny を導入したパソコンには、

情報漏えいのリスクがあり、ウイルス対策が必要です。 

 

(2)Winny を使っていなければ情報漏えいしないということではありません。例えば、2006 年

2 月下旬に発見された通称「山田オルタナティブウイルス」は、Web サーバ機能を内蔵してお

り、感染したパソコンの内容を Web サイトという形式でインターネットから参照できるようにした

後、そのパソコンへのリンクを掲示板サイト「2ちゃんねる」に貼り付けることで情報漏えいを行い

ます。 

このように、Winny に感染するウイルス（W32/Antinny）以外にも情報漏えいするウイルス

が出現していますので、ウイルス対策を行うことが情報漏えいを防止するために大変重要で

す。 

 
パソコン・ユーザのためのウイルス対策 7 箇条 
http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/7kajonew.html 

付録D Winnyによる情報漏えいを防止するために 
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付録E 

自社のセキュリティ対策自己診断テスト
～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 

情報セキュリティ対策ベンチマークシステムとは、自社のセキュリティ対策の取組状況（25 項

目）と企業プロフィール（15 項目）を回答することにより、他社と比較して、セキュリティ対策の取

組状況がどのレベルに位置しているかを確認できるセルフチェックシステムです。本システムで

は、推奨される取組事例も提示しますので、今後のセキュリティ対策を実施する上で役立ちま

す。自社のセキュリティ対策の確認、向上にご利用ください。（設問は計 40 問。通常 30 分ほどで

診断ができます。） 
 

 情報セキュリティ対策ベンチマークシステム 
 https://isec.ipa.go.jp/benchmark-new/ 

 

特に、このようなことでお困りの方のお役に立ちます。 

● セキュリティ対策をしたいが、何から手を付ければいいのだろう・・・。 

● 自社のセキュリティ対策が十分か確認してみたいのだが・・・。 

● 自社でまだ取り組んでいない対策には何があるのだろうか・・・。 

● セキュリティ対策予算を増やしたいが、上司を説得するいい資料がないか・・・。 

情報セキュリティガバナンス＊を確立するためには、一義的には企業における自主的な取組

みが期待されていますが、実際には「IT 事故発生のリスクが明確ではなく、適正な情報セキュリ

ティ投資の判断が困難」、「既存の情報セキュリティ対策・取組みが企業価値に直結していな

い」、「事業継続性確保の必要性が十分に認識されていない」といった問題点があるため、その

ような取組みが進んでいないのが実情です。こうした問題点を克服し、情報セキュリティガバナン

スの確立を促進するための施策ツールとして、経済産業省商務情報政策局長の私的研究会

「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」報告書（平成 17 年 3 月）

において施策ツール、「情報セキュリティ対策ベンチマーク」が提示されました。 

 

＊ 社会的責任にも配慮したコーポレート・ガバナンスと、それを支えるメカニズムである内部統制の仕組みを、情報

セキュリティの観点から企業内に構築・運用すること。 

 

情報セキュリティ対策ベンチマークシステムとは？ 
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分布図では、回答いただいた企

業のスコアと情報セキュリティリス

ク指標（インターネットへの依存度

や個人情報の保有数から算出）に

より、ご利用いただいた企業がどの

グループに位置付けられるかを表

示します。 

この例では、高水準のセキュリ

ティレベルが要求されるグループに

分類され、その中ではセキュリティ

対策レベルが中間にあることがわ

かります。 

診断結果の例 

レーダーチャートでは、回答いた

だいた企業のスコアと、分類された

グループでの「望まれる水準」（上

位１/３の企業の平均値を目標とす

べき水準として設定したもの）、およ

び全企業の｢平均値｣を表示しま

す。 

この例では、不正ソフトウェア対

策や物理的対策等、技術的対策

は非常に進んでいますが、従業員

への教育など人的対策が不足して

いる傾向がわかります。 

付録E 自社のセキュリティ対策自己診断テスト ～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 

自社の位置 
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付録E 自社のセキュリティ対策自己診断テスト ～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 

利用状況 

注：縦軸はセキュリティ対策スコア、横軸は情報システム依存度や個人情報の保有数などの業態で決定。

全企業全企業 （（3,8163,816件より）件より） 2007年2月25日現在

3030..99%% 3030..22%% 3838..99%%

高水準のセキュリティレベ
ルが要求される層

相応のセキュリティレベル
が望まれる層

情報セキュリティ対策が喫
緊の課題でない層

平均点
70.8

((7733..2)2)

（カッコ内数値は各層別の平均）

((7711..0)0)

(68.3)(68.3)

各層の構成割合

トータルスコアの分布 

情報セキュリティ対策ベンチマークの大きな特徴のひとつは、現実に診断を行なった何千件

ものデータに基いて、望まれる水準を設定していること、そして、望まれる水準と自社の対策状況

を比較したり、他社の対策状況と自社のそれを比較できる点にあります。2007 年 2 月 25 日現

在、蓄積されたデータは、3,816 件です。 

4,871件

回答データ提供無し

8,687件3,816※件

（300人以下の企業 2,083件
（55%）を含む）

合計回答データ提供有り

4,871件

回答データ提供無し

8,687件3,816※件

（300人以下の企業 2,083件
（55%）を含む）

合計回答データ提供有り

2007年2月25日現在

ベンチマーク利用ベンチマーク利用
件数は件数は8,58,50000件を件を

超える超える

※ 3,816件の提供データの内
の885件は、企業における

情報セキュリティガバナン
スのあり方に関する研究
会報告書（H17.3)における
データ 。



81 

 

 

付録E 自社のセキュリティ対策自己診断テスト ～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 

重要インフラの企業 (N=1165)

1313..66%% 2277..66%% 5858..88%%

高水準のセキュリティレベ
ルが要求される層

相応のセキュリティレベル
が望まれる層

情報セキュリティ対策が喫
緊の課題でない層

平均点
72.6

(74(74..0)0)

(70.9)(70.9)

(73.0)(73.0)

各層の構成割合
2007年2月25日現在

（カッコ内数値は各層別の平均）

トータルスコアの分布を見ると、高水準のセキュリティレベルが要求される層は重要インフラの

企業では 58.8%、全企業では 38.9%、300 人以下の中小企業では 32.7%です。 

これにより、重要インフラの企業には、高水準のセキュリティレベルが要求されること、300人以

下の企業でも高いセキュリティレベルが求められる企業の割合は、全体の 3 分の 1 もあることが

わかります。 

従業員数300人以下の企業 (N=2083)

3838..66%% 2288..77%% 3322..77%%

高水準のセキュリティレベ
ルが要求される層

相応のセキュリティレベル
が望まれる層

情報セキュリティ対策が喫
緊の課題でない層

平均点
70.2

（カッコ内数値は各層別の平均）

((7711..8)8)

(69.9)(69.9)

(68.8)(68.8)

各層の構成割合

2007年2月25日現在
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重要インフラ関連／その他の平均 

企業規模別の平均 

付録E 自社のセキュリティ対策自己診断テスト ～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 
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関連資料 

企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会 
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/sec_gov-TopPage.html 

企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会報告書の取りまとめ・公表について （経済産業省

商務情報政策局情報セキュリティ政策室） 
http://www.meti.go.jp/press/20050331004/20050331004.html 

業種別平均 

25 問の全企業別の平均、重要インフラ関連企業とその他の企業の平均、業種別の平均を見

ると、重要インフラ関連企業の対策は、他の企業に比べて進んでいることがわかります。 

また、業種別では、金融・保険業の平均点が高く、医療・福祉関連企業の平均点は他の業種

と比べると若干低くなっています。 

さらに、25問の対策項目の中で、 も対策が進んでいる（平均点が も高い）のは「不正ソフト

ウェア対策」であり、平均点が低いのは、「事業継続への取り組み」や「ソフトウェアのセキュリティ

管理」 「業務システム開発時のセキュリティの考慮」などであることがわかります。 

付録E 自社のセキュリティ対策自己診断テスト ～情報セキュリティ対策ベンチマーク～ 
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付録F 

企業における 
情報セキュリティ事象被害額調査 

ウイルスや不正アクセス、情報漏えいといった情報セキュリティ事象が発生した場合、企業に

与えるインパクトのひとつとして、どの程度の被害額が発生するのかを調査しました。本調査で

は、被害額算出モデルを用い、ウイルスによる感染被害が発生した際の、復旧費用・逸失売上

を推計し算出しました。また、不正アクセスにより Web サービスを停止せざるを得なくなった事

象や Winny を介した情報漏えい事象については、事象の発生した企業に対してヒアリング等

を実施し（計 10 社）、その状況を取り纏めて推計しました。 

ネットワークを軸とする IT（情報技術）は、今やわが国の社会・経済の基盤を支える極めて重

要な社会インフラを担っています。そのため、IT システムがコンピュータウイルス（以下、「ウイル

ス」という）に感染すると、単に従業員やグループの業務に支障を来すだけでなく、例えば、

Winny ネットワークを介してなど、個人情報をはじめとする機密情報の流出事故や、全社あるい

は取引先を含むバリューチェーン全体の事業中断をも招きかねません。さらに、取引先や提供

サービスのエンドユーザへの感染拡大、トラフィックの急増によるネットワーク障害といった IT 社

会への悪影響も発生する可能性があります。 

つまり、ウイルス対策は、企業の事業継続性確保や果たすべき社会的責任の遂行に不可欠

な取組みの一つと言えます。したがって、政府は、企業に対策実施の動機を与える定量的な

データの提供と、その取組みを促す適切な施策の実施を通じて、企業のウイルス対策を推進す

ることが求められています。 
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しかし、情報セキュリティ対策

の実施にはコストを要するため、

企業が十分な予算を確保する

のに有効な客観的データと、セ

キュリティインシデントが及ぼす

社会的影響の度合いを提示

し、その取組みの重要性を啓発

していく必要があります。IPA で

は従来、被害額算出モデルを

開発し、その試算を行ってきま

した。ただし、これまでのモデル

は、事業所単位・インシデント単

位のデータを積み上げる形で、

インシデントの規模に応じた被

害実態を明示できるメリットが

得られた反面、企業単位の経

営指標が利用できない、平均

的なインシデントの規模の設定

が回答者の判断に依存するた

め、企業の被害額を検討する際の振れ幅が大きくなるといった問題も見られました。そこで、回答

しやすさを向上し主観的判断を減らす改善を行うことによって、回答者の負担を軽減するととも

に、回答の振れ幅を抑制し被害額を安定的に計測する手法を開発することが望まれます。 

付録F 企業における情報セキュリティ事象被害額調査 
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このため、IPA では、「ウイルス被害額算出モデル研究会」を設置し、ウイルスの被害額算出

モデル（ウイルスにより企業の重要システムなどの能力低下・停止といったインシデントによる被

害額算出）を確立することをめざします。また、別途行われる国内におけるコンピュータウイルス

被害状況調査の結果を踏まえ、被害額算出モデルを用い、国内企業の被害ケースを試算し、

今後の参考とします。 

また、2005 年は、不正アクセスによる商用 Web サイトへの攻撃（SQL インジェクションによる

もの）や Winny ネットワークを介した情報漏えいインシデントといったものが、情報セキュリティ

関連の重大事件として捉えることのできる年でした。これらによる事業への影響は、ウイルス被害

によるシステムの停止といった従来から調査研究してきたインシデントと同様に、非常に大きな

ものと考えられます。また、こうしたインシデントによる影響についての調査研究は重要になりつつ

あります。一方で、こうしたことについては、これまで十分な調査研究はなされておらず、単にアン

ケートなどによって傾向を捉えるといったことは難しいと考えられていました。 

付録F 企業における情報セキュリティ事象被害額調査 
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このため、公表された事例などを対象に、今後の情報セキュリティ関連インシデント対応にお

ける参考情報として提供すべく、ヒアリング等による方法によって事例研究も行いました。ウイル

スや不正アクセス、情報漏えいといった情報セキュリティ事象が発生した場合、企業に与えるイ

ンパクトのひとつとして、どの程度の被害額が発生するのかを調査しました。本調査では、被害額

算出モデルを用い、ウイルスによる感染被害が発生した際の、復旧費用・逸失売上を推計し算

出しました。また、不正アクセスにより Web サービスを停止せざるを得なくなった事象や Winny 

を介した情報漏えい事象については、事象の発生した企業に対してヒアリング等を実施し（計

10 社）、その状況を取り纏めて推計しました。 

付録F 企業における情報セキュリティ事象被害額調査 



 

 

88 

付録G 

国内における 
コンピュータウイルス被害状況調査 

新のコンピュータウイルス関連の被害実態及び対策の実施状況を把握し、コンピュータウ

イルス対策を推進するために、国内におけるコンピュータウイルス被害状況調査を行いました。 

1989 年度から毎年行っている調査の 17 回目になり、全国の 5,500 企業及び 1,061 自治体

を調査対象として実施しました。2005 年 1 月から 12 月の 1 年間に、ウイルスに感染または発見

した状況、ウイルスの名称、種類数、ウイルス対策ソフトの導入状況、セキュリティパッチの適用

状況、組織的な管理状況などを調査しています。また、本調査では、インターネットの新しい脅威

としてスパイウェアに関する被害の有無及び対策の状況について調査項目に加えています。 

回答者（1,206 企業、495 自治体。以下「企業」と呼ぶ。）のうち、15.3％（2004 年 20.9%）の

企業が、2005 年１年間の間に、一度でもウイルスに感染したことがあります。感染までには至らな

かったものの、53.7%（2004 年 48.0%）の企業は、感染する前にウイルスを発見しています。 

2005 年に感染または発見したウイルス（複数回答）は「W32/Netsky」が群を抜いて高く

(57.3%)6 割近くに達しています。その他、「W32/Klez」（30.2%）、「W32/Mydoom」（27.2%）、

「W32/Bagle」（25.1%）、「W32/Mytob」（24.4%）、「W32/Sober」（20.7%）等が 2 割を超えて

います。 

クライアント PC へのウイルス対策ソフトの導入状況では、9 割以上の PC に導入している企

業は 86.4%（2004 年 73.8%）、半数以上の PC に導入している企業は 4.9%（2004 年 7.2%）、

半数未満の PC にしか導入していない企業は 5.5%（2004 年 10.9%）、まったく導入していない

企業は 2.4%（2004 年 7.1%）と前年に比べ改善されている様子が伺えます。 
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クライアント PC へのセキュリティパッチの適用状況では、「常に 新のパッチを適用」との回

答は 32.0%（2004 年 31.2%）で、「定期的に適用」32.2%（2004 年 25.2%）及び「気が付いたと

きに適用」20.0%（2004 年 18.2%）までを加えた合計でも 84.2%（2004 年 74.6%）に留まり、前

年に比べ改善されてはいますが、まだ 6 分の 1 の企業がほとんど適用していない状況となって

います。 

ウイルス対策の組織的な管理状況の回答では、「専門部署がある」29.3%（2004 年

22.6%）、｢兼務だが担当者任命｣44.4%（2004 年 34.3%）、「外部委託」6.9%（2004 年 8.8%）

となっており、専任・兼任を問わず、企業内にウイルス対策の専門部署（担当者）が設置されて

いるのは 7 割を超え、外部委託も含めた合計は 80.6%（2004 年 65.7%）と、前年に比べ大幅に

改善されている状況となっています。 

付録G 国内におけるコンピュータウイルス被害状況調査 
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関連資料 

「企業における情報セキュリティ事象被害額調査」 及び 「国内におけるコンピュータウイルス被害状況調査」 

[2005 年]  
http://www.ipa.go.jp/security/fy17/reports/virus-survey/index.html 

2004 年度 国内・海外におけるコンピュータウイルス被害状況調査 
http://www.ipa.go.jp/security/fy16/reports/virus-survey/index.html 

2003 年度 国内・海外におけるコンピュータウイルス被害状況調査 
http://www.ipa.go.jp/security/fy15/reports/virus-survey/index.html 

2002 年度 情報セキュリティの実態に関する調査  
http://www.ipa.go.jp/security/fy14/reports/current/servey.html 

スパイウェアの被害状況は、「スパイウェアの侵入を受けた・スパイウェアが実行された」が

7.5%、「スパイウェアを発見したが侵入や実行には至らなかった」が 23.9%でこれらを合計した

遭遇経験は 31.4%にとどまり、「侵入や実行はなく発見もしなかった」が 66.6%と３分の２に至って

います。他方、対策ツールの導入状況は、「スパイウェア対策の専用ツールを導入」が 6.2%と 1 

割にも達せず、「ウイルス対策ソフト等が機能拡張したものを利用している」の回答が半数弱の

49.7%となっています。 

スパイウェアはその性状から、見つからないように潜んでいるのが常であり、目に見える発病等

により姿を現すことはほとんど行いませんので、対策の装備状況があまり良いとは言えないことか

ら判断して、「侵入や実行はなく発見もしなかった」の回答中には、侵入していても気が付いてい

ないケースも多く含まれているのではないかと推測されます。 

付録G 国内におけるコンピュータウイルス被害状況調査 
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付録H 

情報セキュリティに関する 
新たな脅威に対する意識調査 

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA 理事長：藤原 武平太）は、インターネット利用者を

対象とした「情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査(2006 年度)」を実施し、報

告書を公開いたしました。 

調査の結果、パスワードを定期的に更新していない人が 4 割以上であり、また、セキュリティ

パッチを適用していない人が 2 割を超えるなど、個人利用者の一部には、必要な情報セキュリ

ティ対策が未だ十分に浸透していない状況が判明しました。 

近年、コンピュータウイルスだけでなく、フィッシング詐欺やスパイウェア、ボット等、新たな脅威

が出現し、被害を生じさせています。 

 このような状況を受け、PC インターネット利用者に対して、これらの脅威に対する正しい認

知や理解、またトラブルを防ぐための対策およびトラブル発生時の対応等、適切な情報提供、普

及啓発活動が求められています。 

 本調査は、このような課題に対し、PC インターネット利用者へのウェブアンケートを通じて、

新たな脅威に対する認知度、理解度、対策の実施状況等の実態を把握し、IPA が行なう情報

セキュリティに関する対策情報の発信、普及啓発等の活動に役立てることを目的として実施しま

した。 

なお、本調査は、2006 年 2 月に実施したものに引き続き、第 2 回目の調査となります。 
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（1） 情報セキュリティ対策の実施状況 

 PC の保有者に対して、パスワードを定期的に更新しているか、Windows Update 等による

セキュリティパッチの適用をしているかを聞きました。 

（i）図 1(2006 年 11 月調査)、図 2(2006 年 2 月調査)に示すとおり、自分自身でパスワードを

定期的に更新しているという回答は 34％（今回）に留まっており、前回の 39.1％から減少しまし

た。また、前回調査と同じく 4 割以上の人が実施していない状況です。 

 なお、「家族や友人などが実施」との回答が4.6％（今回）、3.5％（前回）あり、相変わらず、本

人を識別するためのパスワードを自分以外の人に管理してもらっているという現状が判明しまし

た。 

 このように、パスワードに対する意識が依然として低い状況が続いており、実施していない人

も多く存在することから、改めてパスワードの重要性を啓発していく必要があります。 

（ii）セキュリティパッチの適用状況については、図 3、4 に示すように、「自分自身で実施」、「家

族や友人などが実施」を合計すると約 77％が実施しているという状況に変化はありませんでし

た。しかし、「実施していない」、「わからない」を合わせ、依然として 2 割を超える人がセキュリティ

パッチの適用を実施しておらず、セキュリティパッチの適用の重要度が増す中、無防備な状態で

利用している人がまだ多く見受けられます。 

付録H 情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査 
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（2） 情報セキュリティに関する事象の認知度・理解度 

  ウイルスやスパイウェア等の情報セキュリティに関する事象について、言葉を知っているか、

事象を理解しているか（3 問のクイズに対する正答数により判断）について調査しました。 

 

図 5 に示すように、「コンピュータ・ウイルス」については、ほぼ 100％の人が言葉を認知してお

り、事象の正しい理解も 6 割を超えました。 

 また、今回新規に聞いた「ワンクリック不正請求」については、7 割を超える人が言葉を認知

していたが、事象を正しく理解している人は約 2 割に留まりました。 

付録H 情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査 
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（3） 情報セキュリティに関する被害経験 

 パソコンを利用している上でどのような被害に遭ったことがあるかを聞きました。 

 ウイルス感染が も多く、約 4 割の方が被害に遭っています。 

 また、IPAにも多数の相談が寄せられている「ワンクリック詐欺」については、インターネット利

用者の約 1 割の人が被害を経験していることが判明しました。 

 

関連資料 
情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査(2006 年度)の報告書公開について 
http://www.ipa.go.jp/security/fy18/reports/ishiki01/press.html 

情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査 
http://www.ipa.go.jp/security/fy17/reports/ishiki/index.html 

付録H 情報セキュリティに関する新たな脅威に対する意識調査 
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付録I 
情報セキュリティ水準 
評価指標の検討 

IPA では、社会における情報セキュリティ対策に係る取組みの進展度合を体系的、経年的に把握する

ため、「情報セキュリティ水準評価指標」の検討を行いました。 「情報セキュリティ水準評価指標研究会」

を設置し、情報セキュリティ水準評価指標を構成する個別指標の検討指針を示すモデルを提案すること

を目的として、このモデルを活用しつつ、具体的な指標の選定も行いました。  

 

検討にあたっては、まず「脅威」とこれに応じた「対策」に注目しました。 また、「脅威」を生じさせる要因を

考えると、「対策」の不充分、又は既存の「対策」を超える技術等による攻撃の出現といったものの他、IT を

用いた新たなサービスが登場したときに、これによって創出される攻撃なども出てくると考えました。 そのた

め、検討すべき要素に、その時点で普及している IT や、社会で広く講じられている情報セキュリティ関連

対策を前提とした新たなサービス基盤（「IT サービス基盤」）も勘案することが必要であると整理しました。 

 

個別指標の選定にあたっては、「脅威」、「対策」、「IT サービス基盤」の間に連鎖的かつ進化的な関係

モデルを想定して、萌芽的な指標の抽出も含めた、より詳細な検討を行いました。次ページ以降には、こう

したアプローチによって選定した個別指標とデータを掲載します。備考欄に○印があるものは、小分類のう

ち、状況を把握し、表すために適当（主たるもの）と研究会で考えた指標です。同じく★印があるものは、上

記の関係モデルを実際の事例に適用可能かどうか検討した際に用いた指標です。統計上の偏りがあるが

暫定値として使用している個別指標データも含まれますので、詳細は報告書をご覧ください。 

 

関連資料 
情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 
http://www.ipa.go.jp/security/fy18/reports/study/index.html 
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データ 備考

情報セキュリティ
脅威

事象を引き起こし
た要因

コンピュータウ
イルス

コンピュータウイルス遭遇率（企業） 18.2% ○
「ウイルス」：第三者のプログラムやデータ
ベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼす
ように作られたプログラム。コンピュータ・ウ
イルス。（以下同様）

コンピュータウイルス遭遇率（個人） 33.3% ○

スパイウェア遭遇率（企業） 8.4%

スパイウェア遭遇率（個人） 11.3% ★

トロイの木馬遭遇率（企業） 9.7% 「トロイの木馬」：一見有益なソフト
ウェアに見せかけて、ユーザに被害を
与える不正プログラム。

ボット遭遇率（個人） 0.2%

外部からの不正アクセス遭遇率（企業） 6.4% ○
「不正アクセス」：システムを利用する者が、
その者に与えられた権限によって許された行為
以外の行為をネットワークを介して意図的に行
うこと。（以下同様）

内部からの不正アクセス遭遇率（企業） 1.3%

不正アクセス遭遇率（個人） 4.3% ○★

スパムメールの中継利用等遭遇率（企業） 7.6% 「スパムメールの中継利用」：電子メールによ
り一方的に無差別かつ大量にダイレクトメール
を送付するスパムメールを、第三者のサーバを
中継して送信すること。

DoS攻撃遭遇率（企業） 4.9% ○
「DoS攻撃」：サーバに大量のデータを送り過大
な負担をかけ、サーバのパフォーマンスを極端
に低下させたり、サーバを停止させたりする攻
撃。

引き起こされた事
象

ウイルス感染、
データ消失、改ざ
ん、システム破壊

システム破壊・サーバ停止被害経験率（企業） 15.5%

ウイルス感染し他者へメール送信した経験率
（個人）

4.8% ○

ホームページやファイル、データの改ざん被害
経験率（企業）

1.3% ○

データの消失・改ざん被害経験率（個人） 1.1%

情報漏洩・盗
難・紛失

内部者による情報漏洩被害経験率（企業） 0.9% ○

個人情報の流出被害遭遇率（個人） 3.7% ○★

パスワードの盗用被害経験率（企業） 0.3%

委託先による情報漏洩被害経験率（企業） 0.7%

ホームページ上での誹謗中傷等被害経験率（企
業）

3.0%

ノートパソコン及び携帯記憶媒体等の盗難・紛
失被害経験率（企業）

10.5% 「ノートパソコン及び携帯記憶媒体等」：ノートパソコ
ン、モバイル端末、USBメモリ、PCカード、スマートメ
ディア、メモリスティック等の携帯記憶媒体、印刷した
紙・情報等。

偽造キャッシュカードによる預金等不正引出率（個
人）

28.7% ★
キャッシュカード全体での預金等不正引出
額に占める割合を示している。

盗難･偽造ICキャッシュカードによる預金等不正引
出率（個人）

2.8% ★
盗難・偽造されたICキャッシュカードに占める割合を示してい
る。キャッシュカードの偽造認知件数は、カードの窃盗被害件数
に占めるキャッシュカードの窃盗被害件数の割合を基に、カード
偽造犯罪の認知件数から推計。また、ICキャッシュカードのみの
盗難・偽造に関するデータは発見できていないため、現在発行さ
れているキャッシュカードに占めるICキャッシュカードの割合か
ら推計している。そのため暫定値として記載する。

ワンクリック不正請求被害経験率（個人） 3.1% ○

フィッシング被害経験率（個人） 0.7% ○★

個別指標例大分類 中分類 小分類

詐欺的攻撃

不正アクセス

付録I 情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 
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データ 備考

情報セキュリティ
対策

組織・人的対策 マネジメントシ
ステム・ポリ
シー

セキュリティ対策検討実施率（企業） 35.4% ○

ISMS適合性評価制度認証取得率（企業） 8.1% コーポレートガバナンスが強く求められる
企業においては、ISMS構築の必要性が高い
と考えられることから、東証一部上場企業
を対象として悉皆調査を行った。

セキュリティポリシー策定率（企業） 43.2%

リスク分析実施率（企業） 29.7%

事業継続計画策定率（企業） 21.9% 代表性がより高いデータ（無作為抽出
されたサンプルを対象とした調査結果
等）に変更したいため、暫定値として
記載する。

組織体制 全社的なセキュリティ管理者配置率（企業） 46.6% ○

部門ごとのセキュリティ管理者配置率（企業） 33.6%

情報セキュリティ関連資格取得率（企業） 23.2% 変更検討中のため、暫定値として
記載する。

組織的管理策 入退室管理実施率（企業） 48.1% ○

不要媒体返却・廃棄実施率（企業） 67.3% 代表性のより高いデータ（無作為抽出
されたサンプルを対象とした調査結果
等）に変更したいため、暫定値として
記載する。

パスワード定期更新実施率（企業） 36.7% 全国の企業のみを対象として、サンプ
ル数も4桁を確保したいため、暫定値と
して記載する。

パスワード定期更新実施率（個人） 43.6%

外部委託先対策実施確認率（企業） 10.7% 代表性がより高いデータ（無作為抽出
されたサンプルを対象とした調査結果
等）に変更したいため、暫定値として
記載する。

大分類 中分類 小分類 個別指標例

付録I 情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 
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データ 備考

情報セキュリティ
対策

組織・人的対策 教育・啓発 従業員に対する情報セキュリティ教育実施率
（企業）

40.1% ○

情報セキュリティ関連情報の収集実施率（個
人）

69.5% ○★

情報セキュリティ関連資格保有率（個人） 0.02% 分子のSU保有者の中には、労働力人口
(15～64歳）を超えている者が若干名含
まれている可能性がある。

情報セキュリティの必要性認識率（個人） 97.5% ★

フィッシング理解度（個人） 14.7% ★

監査 情報セキュリティ内部監査実施率（企業） 18.5% ○

情報セキュリティ外部監査実施率（企業） 10.5%

システム内部監査実施率（企業） 20.2%

システム外部監査実施率（企業） 16.9%

法制度 法制度整備状況（「サイバー犯罪に関する条
約」対応率）（政府）

78% ○

大分類 中分類 小分類 個別指標例

付録I 情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 
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付録I 情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 

データ 備考

情報セキュリティ
対策

技術的対策 予防・制御 ファイアウォール設置率（企業） 72.4% ○

アクセス管理実施率（企業） 57.5% ○

怪しい電子メール・添付ファイル削除実施率
（個人）

88.7%

パッチ適用実施率（企業） 83.9%

パッチ適用実施率（個人） 81.7% ★

データ暗号化実施率（企業） 27.6%

セキュア（SSL使用）サーバ設置率（企業） 4.6% ★

ICキャッシュカード利用率（個人） 28.0% ★
代表性がより高いデータ（無作為
抽出されたサンプルを対象とした
調査結果等）に変更したいため、
暫定値として記載する。

生体認証機能付きICキャッシュカード利用率
（個人）

0.8% ★
代表性がより高いデータ（無作為
抽出されたサンプルを対象とした
調査結果等）に変更したいため、
暫定値として記載する。

ワンタイム・パスワード製品普及率（企業） 0.7% ★

＜少額決済専用電子マネーの普及状況＞
Edy発行枚数（個人）

約2170万枚 ★
Edy：2001年11月サービス開始

＜少額決済専用電子マネーの普及状況＞
Suica（電子マネー対応）発行枚数（個人）

約1384万枚 ★
Suica：2004年3月サービス開始

デジタル著作権管理（DRM）技術普及率（企
業）

0.8% ★

検知・回復 セキュリティ対策ソフト導入率（個人） 79.7% ○★

セキュリティ監視ソフト導入率（企業） 47.0% ○

ウイルス対策ソフト導入率（企業） 96.7%

外部専門家による常時セキュリティ監視実施率
（企業）

10.5%

対策リソース IT関連予算に占める情報セキュリティ投資割合
（企業）

2.3%

IT関連予算に占める情報セキュリティ投資割合
（政府）

2.4%

情報セキュリ
ティ投資・支出

大分類 中分類 小分類 個別指標例
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付録I 情報セキュリティ水準評価指標研究会 報告書 

データ 備考

ITサービス基盤 共通 パソコン利用率（個人） 56.7%

携帯電話利用率（個人） 71.9%

ネットワーク系 インターネット・ブロードバンド回線利用率
（個人）

65.0%

インターネット・ブロードバンド回線利用率
（企業）

68.1%

インターネット・第3世代携帯電話回線利用率
（個人）

1.3%

企業間（BtoB）電子商取引化率（企業） 12.9%

消費者向け（BtoC）電子商取引化率（企業） 1.2%

分野別 ICキャッシュカード対応ATM設置率（企業） 8.9% ★

生体認証対応ATM設置率（企業） 0.9% ★

インターネッ
ト・バンキング

インターネット・バンキング利用率（個人） 52.4% ★

インターネット
通信販売

消費者向け（BtoC）電子商取引化率（企業） 1.2% ★
再掲

インターネット
動画配信サービ
ス

有償動画配信サービス利用率（個人） 8.7% ★

ITサービス基盤
（参考値）

端末系

ICキャッシュ
カード、ATMにお
ける生体認証

大分類 中分類 小分類 個別指標例
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付録J 
ウエブサイトに対するセキュリティインシデン
トを考慮したビジネス継続計画 （BCP） 

IT 障害や自然災害等の発生による情報システムの大規模な停止を回避し、データを守り、

速やかに回復させるだけでなく、ビジネスの重要なプロセスについては可能な限り停止しない、

できれば一瞬たりとも停止しないことが、ビジネス継続の観点から注目されています。一方、 近

はウエブサイトが顧客との接点となり事業の情報基盤として利用されることが多く、自社のウエブ

サイトのセキュリティ上の対策が不十分なことにより顧客へ被害を与え、企業としての信頼が損

なわれ、ブランドの低下やCSR(企業の社会的責任)面で低い評価を与えられるケースが発生し

ています。 

 

ウエブサイトに対するセキュリティインシデントを考慮したビジネス継続計画（BCP: Business 

Continuity Plan）の策定時に考慮すべき事項例をいくつか紹介します。 

 

下図のように PDCA サイクル（「計画（Plan)」「実行（Do)」「点検（Check)」「処置（Action)」）

のマネジメントサイクルとして捉え､組織運営を通じて継続的な改善を図る取り組みが大切で

す。 

 

効果検証・
継続的改善

ＢＣＰの策定

ビジネスインパクト分析

事業継続に当たって重要なウエブサイトの特定と
個々のウエブサイトの目標復旧時間（RTO）設定等

・脆弱性情報の定期的な入手と対策の遂行（セキュリティインシデント対応含む）
・セキュリティ問題発生時の緊急、復旧、リスクコミュニケーションの対応等遂行
・想定外の脆弱性を発掘したり、発見時・インシデント発生時の対応を考慮した

教育や訓練・演習の実施等

・ウエブサイトの脆弱性対策方針の策定（脆弱性情報
入手、パッチ対策時期、発見時対応方針等）
・脆弱性（セキュリティインシデント）対応体制の構築
・セキュリティ関連リスクコミュニケーション方針策定等

維持・管理（定期的、
スパイラル指向での改善）

BCMの運営

図１ ウエブサイトのセキュリティインシデント対応のBCPのPDCAサイクル例
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付録J ウエブサイトに対するセキュリティインシデントを考慮したビジネス継続計画 （BCP） 

１．適用範囲とビジネスインパクト分析 

１） 適用範囲の明確化 

ソフトウェアの脆弱性を悪用した不正アクセス、コンピュータウイルス感染やウエブ改ざん等

より業務の停止・低下、個人情報の漏えいや情報の改ざんなどの発生により顧客・協力会社や

社会から信頼を失い、経営に重大な影響を及ぼすことを想定した BCP を策定します。 

 

２） ビジネスインパクト分析 

本 BCP で対象とする情報システムは、たとえば、オンラインショッピングサイトなど、事業上重

要なウエブサイトを選びます。そして個々のウエブサイトの目標復旧時間（RTO: Recovery 

Time Object）を設定します。たとえば、ウエブサイトを停止してから脆弱性対策を実施し、当該

ウエブサイト再開までの目標復旧時間を決めます。例えば、4 時間や 1 日などの設定です。 

 

２．BCP 策定 

以下の項目についての対応計画を事前に決めておくことが大切です。 

1. 社内対応体制、社外機関との連携活動方針を決める。例えば、社内の連絡体制と各連

絡先の文書化をすることが大切です。全社内のすべてのウエブサイトのシステムとその

対応責任者や窓口担当の連絡先を登録しておくことが望ましいです。 

2. 個人情報の漏えいの可能性があるときのリスクコミュニケーション方針やウエブサイトを

停止するときの公表方法等の方針をあらかじめ決めておく必要があります。 

3. 外部からのセキュリティインシデントに対する指摘にスムーズに対応する必要があります。

このため、社内の適切なセキュリティ担当者に情報が迅速かつ正確に伝わるよう、社内の

ウエブ窓口やコールセンターとの連携方法を決めておくことが大切です。セキュリティ技

術に関する窓口も別途作ると迅速な対応ができるので望ましいです。 新の「安全なウェ

ブサイトの作り方」などを参考にしてください。 

4. ウエブアプリケーション開発時に脆弱性を作りこまないように、開発フェーズで確認すべ

き項目を明確にすることが必要です。 

5. 脆弱性発見時（指摘された場合も含む）の対策方法を、契約時に契約書などにどう記載

するかを明確にしておくことが望まれます。また、予算化も考慮する必要があります。 

6. ウエブサイトの脆弱性の存在を IPA 他から指摘された場合の対応として、早急に対策す



103 

 

 

るための展開方法等を決めておく必要があります。このような脆弱性対策の社内展開を

支援する体制をあらかじめ配置しておくことが望ましいです。 

 

３．BCM(Business Continuity Management)の運用 

日常の企業活動の中で以下の項目を実施していくことを定常化していくことが大切です。 

1. 脆弱性対策情報等の定期的な入手と計画的な対策の実施をします。 

◇ 公的なセキュリティ機関からの情報入手。IPAやJPCERT/CCからの情報はJVN

（脆弱性対策情報ポータルサイト）から入手できます。さらに、海外情報は、米国

CERT/CC（CERT Coordination Center）や英国 CPNI(Centre for the 

Protection of National Infrastructure)他から入手可能です。 

◇ セキュリティ専門ベンダからの情報入手（有料）。 

2. 定期的なセキュリティ診断を実施します。 

3. セキュリティインシデント発生時は、状況把握やインシデント特定とその対応（緊急対応、

復旧対応、リスクコミュニケーション対応等の遂行）を実施します。 

4. リスクコミュニケーションにおいては、「信頼される企業」として行動することを基本としま

す。 

5. 一般従業員を含んだ、セキュリティ教育を定期的に実施し、セキュリティ上のリスク低減

を図ります。セキュリティに対する企業ポリシーを徹底的に教育することも大切です。セ

キュアプログラミング教育等の実施も、ウエブサイト開発者向けには必要です。 

6. 想定外の脆弱性を発見したり、インシデント発生時の対応を想定した教育や訓練・演習

を、定期的に実施することが望ましいです。 

 

４．効果検証・継続的改善 

できるところから対応するよう心がけることが大切です。スパイラル指向での改善が大切です。 

 

関連資料 
事業継続策定ガイドライン（経済産業省）（2005 年 3 月） 
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g50331d06j.pdf 

事業継続ガイドライン第一版（内閣府中央防災会議）（2005 年 8 月） 
http://www.bousai.go.jp/MinkanToShijyou/guideline01.pdf 

中小企業 BCP 策定運用指針（中小企業庁）（2006 年 2 月） 
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 

付録J ウエブサイトに対するセキュリティインシデントを考慮したビジネス継続計画 （BCP） 
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付録L 

用語集 
(1) クロスサイト・スクリプティング/

Cross-Site Scripting/XSS 

ウェブアプリケーションで HTML ページを出

力するプログラムにおいては、文字列を出力する

際、それがテキストとして出力する部分なのか、そ

れとも HTML タグとして出力する部分なのかに

よって、本来、文字列に対して行うべき処理が異

なる。テキストとして処理する部分では、「<」「>」

「&」がタグ等として解釈されないよう「& l t ;」
「&gt;」「&amp;」に変換する必要があり、また、引

用符で括った部分に出力する場合は、埋め込む

文字列中に含まれる同じ引用符をエスケープ処

理しなくてはならない。これを怠ると、開発者の意

図に反して画面が崩れるといった不具合が生ず

る。このバグが外部から与えられ得る文字列を表

示する箇所に存在すると、それはセキュリティ上の

問題即ち脆弱性となる。攻撃者がスクリプトを含

む文字列を与えた場合、スクリプトの同一ドメイン

ルールのセキュリティモデルが破られ、利用者の

cookie を盗まれたり、本物サイト上に偽のページ

を表示させられフィッシング詐欺につながるといっ

た危険をもたらす。このような攻撃をクロスサイトス

クリプティング攻撃と呼び、その原因箇所を同脆

弱性と呼ぶ。 

 

(2) P2P/Peer-to-Peer 

自律分散型のネットワーク構成手法が、個人

単位で使用されるソフトウェアに応用されている

場合に、そのソフトウェアが構成するネットワーク

のことを（一般的な技術用語としての peer-to-
peerと区別して）P2Pネットワークと呼ぶ。そうした

ソフトウェアはネットワークを管理する機能を搭載

していないことが多く、ネットワークが主として不適

切な用途で使用されている場合であっても、利用

者はそれを管理する責任を認識しない。P2Pネッ

トワークには、何らかの管理者となる中心点（サー

バ）が存在するタイプと、中心が存在しないタイプ

がある。前者の事例としてインターネット電話、後

者の事例としてファイル交換ソフト等がある。  

 

(3) バッファオーバーフロー/ 

Buffer Overflow 

ソフトウェアが使用している、情報を一時的に

記憶するための領域（バッファ）に対して、バッファ

の大きさよりも大きなデータが入り、バッファが溢

れること。  バッファが溢れることで、サブルーチン

コールの戻りアドレス等が書き換えられ、任意の命

令が実行される場合がある。 

 

(4) スパイウェア/Spyware 

狭義には、利用者や管理者の意図に反してイ

ンストールされ、利用者の個人情報やアクセス履

歴などの情報を収集するソフトウェア。キーボード

で入力された文字や画面イメージを記録する機

能を持つものもある。 

広義には、狭義の意味に加え、広告を表示す

るためのソフトウェアや、ソフトウェアの改良のた

めに利用者の使い方を開発者に送信するものも

含まれることがある。これらの中には利用者の同

意を得てインストールされるものもある。 

近年では、狭義の意味で使用されることが多

く、本書でも狭義の意味で使用している。 

 

(5) ボット/Bot 

コンピュータを遠隔操作することを目的に作成

されたソフトウェアで、ウイルスのように他のコン

ピュータに感染する機能のあるもの。ボットに感染

したコンピュータは、外部からの指示に従い、他の

サイトへの攻撃や、スパイウェアとしての活動など

を行う。 
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(6) 脆弱性/Vulnerability 

ソフトウェア製品やウェブアプリケーション等に

おけるセキュリティ上の問題箇所。コンピュータ不

正アクセスやコンピュータウイルス等により、この

問題の箇所が攻撃されることで、そのソフトウェア

製品やウェブアプリケーションの本来の機能や性

能を損なう原因となり得るもの。 

 

(7) ゼロデイ攻撃/Zero-day Attack 

製品開発者が製品の脆弱性に関する修正を

行う前に、その脆弱性に対して行われる攻撃。 

 

(8) 標的型攻撃/Targeted Attack  

攻撃形態の一つで、不特定多数を狙うのでは

なく、特定の組織や個人のみを狙った形態。 

 

(9) フィッシング詐欺/Phishing 

「銀行からのお知らせメール」などと嘘をついて

偽のウェブサイトに誘導し、口座番号やパスワード

を利用者に入力させて盗む、詐欺の手法。 

 

(10) 修正プログラム 

本書では脆弱性を修正するプログラムを指す。

ホットフィックスやパッチ、アップデートなどベンダ

によって呼称は異なる。ベンダによっては修正プ

ログラムを一度に適用できるように、サービスパッ

クなど別の名前でリリースする場合もある。 

 

(11) 中間者攻撃/ 

Man-in-the-Middle Attack 

互いに通信している二者の間に第三者が割り

込み、通信の盗聴や改ざんを行う攻撃手法。送

信者に対しては受信者になりすまし、受信者に対

しては送信者になりすます。フィッシング詐欺にお

いては、利用者が偽サイトにアクセスすると、偽サ

イトのサーバが本物サイトのサーバに通信を中継

する形で行われる。 

 

(12) 二要素認証/ 

Two-Factor Authentication  

複数の要素を組み合わせた認証方式。認証に

使用する要素としては「利用者だけが知っている

もの（例：パスワード）」「利用者だけが持っている

もの（例： IC カード）」「利用者自身の情報（例：指

紋）」などがある。ウェブサイトにおける二要素認

証では、パスワードとセキュリティトークンの組み合

わせなどが利用される。 

 

(13) セキュリティトークン/ 

Security Token  

利用者の認証をより確実にするために使用す

る、ハードウェアまたはソフトウェア。ハードウェアの

場合には、ポケットに入る程度に小さなものが多

く、時刻に基づくワンタイムパスワードを表示した

り、暗号鍵や生体認証のための情報を格納して

おくなどの機能がある。 

 

(14) ワンタイムパスワード/ 

One-Time-Password/OTP  

パスワードによる認証方式のうち、一回ごとにパ

スワードを変更するもの。または、その際に一回だ

け使用するパスワード。セキュリティトークンによる

方式の他、チャレンジ＆レスポンスによる方式な

どがある。ネットワーク盗聴などでパスワードが漏

えいしても、認証の安全性を保つことができる。 

 

(15) Outbound Port 25 Blocking/ 

OP25B 

プロバイダが一般利用者に対して、そのプロバ

イダが提供するSMTPサーバのみに接続を許可

付録L 用語集 
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し、それ以外の SMTP サーバへの接続を制限す

る措置。スパムメール対策のために行われている

が、利用者によってはメールの送信ができなくなる

などの問題も生じている。 

 

(16) SQL インジェクション/ 

SQL Injection 

データベースアクセスのために SQL 文を用い

るプログラムにおいては、SQL 文を構成する際、

プログラム中の式の値をSQL文に埋め込む場合

には、引用符で括られる文字列について、引用符

が含まれているならばそれをエスケープ処理しな

ければならない。これを怠ると、正当なデータに対

して SQL 文の実行がエラーとなる不具合が生じ

る。このバグが悪意ある者によって与えられ得る

文字列を扱う箇所に存在すると、それはセキュリ

ティ上の脆弱性となる。攻撃者が悪意あるコマン

ドを与えると、データベースの内容を改ざんされた

り、情報を盗み出されるなどの被害が生じる。この

ような攻撃を SQL インジェクション攻撃と呼び、

その原因箇所を同脆弱性と呼ぶ。 

 

(17) DNS amp 攻撃/ 

DNS Amplification Attacks  

不適切な設定の DNS キャッシュサーバを踏

み台にした、サービス妨害攻撃の一種。ボットと併

せ、分散型サービス妨害攻撃に悪用される。 

 

(18) DNS キャッシュサーバ/ 

DNS Cache Server  

インターネット上で名前と IP アドレスの対応関

係を管理する DNS サーバの、運用形態の一つ。

一度受け付けた問い合わせ内容とその回答を一

定期間保存しており、同じ内容の問い合わせが来

た場合には保存中の情報を回答する。 

 

(19) Ingress フィルタ/ 

Ingress Filter 

ルータが通信を中継する際に、発信元の IP ア

ドレスを偽った通信に対して行う制限のこと。発信

元を偽った通信は、Ingress フィルタリングが行わ

れているルータを通過できなくなる。 

付録L 用語集 
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セキュリティセンター
TEL: 03-5978-7527  FAX  03-5978-7518

http://www.ipa.go.jp/security/

IPA セキュリティセンターでは、経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス・不正ア

クセス・脆弱性関連情報に関する発見・被害の届出を受け付けています。 

ウェブフォームやメールで届出ができます。詳しくは下記のサイトを御覧ください。 

URL: http://www.ipa.go.jp/security/todoke/ 

ソフトウエア製品脆弱性関連情報 

OSやブラウザ等のクライアント上のソフトウ

エア、ウェブサーバ等のサーバ上のソフトウエ

ア、プリンタやICカード等のソフトウエアを組み

込んだハードウエア等に対する脆弱性を発見

した場合に届け出てください。 

ウェブアプリケーション脆弱性関連情報

インターネットのウェブサイトなどで、公衆に向

けて提供するそのサイト固有のサービスを構成

するシステムに対する脆弱性を発見した場合に

届け出てください。 

情報セキュリティに関する届出について 

  
コンピュータウイルス情報 不正アクセス情報 

ネットワーク（インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、パソ

コン通信など）に接続されたコンピュータへの不

正アクセスによる被害を受けた場合に届け出て

ください。 

コンピュータウイルスを発見、またはコン

ピュータウイルスに感染した場合に届け出てく

ださい。 

脆弱性関連情報流通の基本枠組み 「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ」 

脆弱性関連
情報届出

受付機関

分析機関

報告された脆弱性

関連情報の内容確認

報告された脆弱性

関連情報の検証

脆弱性関連
情報届出

対策情報ポータル

W eb サイト運営者

検証、対策実施

個人情報漏洩時は事実関係を公表

発
見
者

脆弱性関連
情報通知

脆弱性関連情報通知

対策方法等
公表

対応状況の集約、
公表日の調整等調整機関

公表日の決定、

海外の調整機関

との連携等

ユーザー

政府

企業

個人システム導入
支援者等

ソフト
開発者等

脆弱性関連情報流通体制

ソフトウェア

製品の脆弱性

W eb サイトの

脆弱性

対応状況 

脆弱性関連情報通知

ユーザ 

報告された 

脆弱性関連情報の 

内容確認・検証 

受付・分析機関 

 
分析支援機関 

産総研など

Webサイト運営者 

検証、対策実施 

個人情報の漏えい時は事実関係を公表

 

脆弱性対策情報ポータル 

セキュリティ対策推進協議会 

※JPCERT/CC：有限責任中間法人 JPCERT コーディネーションセンター、産総研：独立行政法人 産業技術総合研究所
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