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本連載では以下の内容が述べられている。

（１）セキュリティを高めるとされる機器

・IDS技術とその動向

・ハニーポットなどの最近のセキュリティ技術/製品動向

（２）セキュリティへの配慮事項あるいは配慮した

システム

・認証・決済機能を提供するプラットフォーム

・ICカードとセキュリティ

・無線LANのセキュリティ

・政府・金融における情報セキュリティ対策

・プロバイダが提供するセキュリティ

（３）組織的なセキュリティ対策

・情報セキュリティマネジメントシステムとは

・セキュリティポリシについて（予定）

・セキュリティ教育（予定）

今回は、オフィス環境で個人でできる範囲のネットワ

ークのセキュリティ対策、情報セキュリティ対策につい

て紹介する。最新動向の紹介というよりは「セキュリテ

ィ対策とはこんな当たり前のことなのか」と思っていた

だける内容であることを目指している。

登場する物は、

・LAN（有線）に繋がってWeb参照とメールの送受信

をするためのパソコン

・電話

・人

で、会社のオフィスの中を想定している。

自動車という道具は人の移動の時間を節約し、自由を

拡大してきた。反面、交通事故や暴走行為の発生といっ

た不利益をも産み出している。道具は便利さや力を与え

てくれる反面、使う人次第で事故の規模を拡大したり悪

用されることもある。

通信機器や情報処理装置といった道具は情報伝達とい

う面での人の活動範囲が広げ、可処分時間を拡大し、便

利さを提供してくれている。

（１）電子メールの便利さと危うさ

電子メールは、ハガキに比べて安価、高速に文書の内

容を宛先に届けてくれるものだ。多数の宛先に同じ内容

を送信するのもとても容易である。しかし以下のような

危機に常に直面していることを忘れてはいけない。

●情報漏洩

【誤操作】

メールに記述、あるいは添付する内容を誤ったり、あ

るいはウィルスにより意図しない内容を送信することに

なったり、宛先を間違えることもある。「宛先を間違っ

たって戻ってくるからいいじゃないか」と思われる方も

いるかもしれないが、郵便と違って現物が戻ってくるの

ではなくて、「届かなかった」という通知を相手先がし

てくれているのであって、誤って送った先のメールサー

バーの管理者にメールの内容は伝わっている。

【メールの内容以外の情報】

誰が誰宛にメールをいつ送信したか、といったメール

内容以外の情報が中継したサーバーには残る。すなわち、

メールの送受信という事実を秘密にするのは難しいとい
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うことである。

さらにメールに附随する部分から受信者に知られるこ

とがある。メールは意図して記述した本文に加えてどの

ように中継されて届いたかという記録がメールの先頭部

分に附随して相手に届く（図1 参照）。この部分に注目

すると、送信元がどんなメールツールを利用しているか、

中継用のサーバーではどんなプログラムを利用している

か、サーバーの時刻合わせに配慮しているかを受信者は

推測することができる。推測が事実を表すとは限らない

が、メールの内容以外にサーバーの

運用状況に関する推測を与えること

がある、と思ってメールを送信した

方がいいだろう。

●改竄

メールは次々とメールサーバーの

間を中継されて目的地に届く。途中

のメールサーバーを運用している人

が悪意を持っていたり、あるいは操

作ミスをすれば内容が書き変わって

届くかもしれない。

●利用できない

故障あるいは他所からの大量の信

号の受信により、直ぐに相手に届く

メールの便利さを享受できなくなる

ことがある。機器が提供する能力、

便利さに頼りきってしまうと使えな

いときに困ることになる。

（２）パソコンからのWeb参照に

伴う危うさ

●情報漏洩

インターネット上のホームページ

を参照しているだけなら安心と思わ

れがちだが、Webサーバー側には

多くの方が意図してないであろう情

報がパソコンから伝わる（図２参

照）。特に直前にどこのホームペー

ジを参照したかが伝わるのは想定外のことであろう。会

社の内部にしか公開しないはずのホームページの所在

が、インターネット（外部）側に伝わることになる。

また、Internet ExplorerやNetscapeといったホーム

ページを見るためのプログラム（ブラウザ）にはパソコ

ンの内部情報をブラウザの開発元に送るという機能があ

る（図３参照）。この機能はブラウザの開発者に役立つ

ように設けられたものと解釈できるが、情報漏洩の機会

が内在することをよく表している。

連 載 企 画�

Received: from ntt.com (mgw2.noc.ntt.com by tama55.ecl.ntt.co.jp (8.9.3+3.2W/3.7W/10/21/02) with ESMTP id
LAA18601for <aaa@ntt.co.jp>; Tue, 4 Feb 2003 11:58:17 +0900 (JST)(envelope-from bbb@ntt.com)
Received: from mop1 (by ntt.com (NTT Communications Mail Server 2.0) with ESMTP id h142vlbJ010471for
<aaa@ntt.co.jp>; Tue, 4 Feb 2003 11:57:47 +0900 (JST)
Received: from mip1 (mvi2.noc.ntt.com)by mop1.noc.ntt.com (NTT Communications Mail Server 2.0)with
ESMTP id <0H9R00LSBK8A3Y@ntt.com> fo raaa@ntt.co.jp; Tue,04 Feb 2003 11:57:47 +0900 (JST)
Received: from ntt.com by mip1.noc.ntt.com (NTT Communications Mail Server 2.0)with ESMTP id
<0H9R0039TK8AQ2@ntt.com> for aaa@ntt.co.jp; Tue,04 Feb 2003 11:57:46 +0900 (JST)
Content-return: prohibited
Date: Tue, 04 Feb 2003 11:57:43 +0900
From:  <bbb@ntt.com>
Subject: メールのヘッダ情報�
To: <aaa@ntt.co.jp>
Message-id: <3E3F2C27.9010803@ntt.com>
MIME-version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-transfer-encoding: 7bit
X-Accept-Language: en-us, en
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1)Gecko/20020823 Netscape/7.0
X-UIDL: efaf1d070075c3953be11fbfea405e31

送信元は�Netscape7.0を利用している�
端末、ｻｰﾊﾞの設定時刻が正確かどうか推測できる�

図1 メールに附随して相手に届く情報

伝わる項目� 伝わる内容�の例�
現在接続しているホスト名　� www.self.example.com
現在接続している場所（現ＩＰ）129.60.58.19
現在接続している場所（元ＩＰ）(unknown)
クライアント電話番号� (none)
クライアントホスト名� gold.rdh.ecl.ntt.co.jp
サポート言語� ja, en;q=0.50
ポート番号� 50741
BASIC認証を経由のクライアントＩＤ� (none)　　�
RFC1413認証ユーザ名� (none)　�
クッキー� (none)
使用ブラウザ� Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0rc2) Gecko/20020823 Netscape/7.0

どこのURLから来たか�http://www.google.co.jp/search?q=社内限定の�URLだったらどうしよう�
proxyのバージョン�等� 1.0-(Squid2.5/Stable-1)
FORMの情報� GET
Serverに送るMIMEタイプ� (none)
Serverに送るバイト数� (none)
エンコードの仕様� gzip, deflate, compress;q=0.9
MIMEの仕様� 　� text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,

どこのURLからきたかは知られたくないし系統的には収集されたくない..

図2 Webを参照するとアクセス先Webサーバー側に伝わる情報
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●改竄

パソコン内の情報を参照先のWebサーバーに送信し

たり、他のプログラムを起動して悪用されかねないブラ

ウザのバグ（セキュリティホール）が公表されたことが

あった。今もそういった問題が潜んでないとは言いきれ

ない。また、ウィルスに似た悪意あるプログラム（トロ

イの木馬）が潜んでいたために、パソコンの起動と共に

パソコン内に格納された情報やキー操作を外部のWeb

サーバーに送信することが起きたことがある。

もっとも、参照しているWebサーバーが「意図した

本物か、善意の人が運用している物か」

という疑いが常にあることを忘れてはな

らない。

（３）電話の危うさ

電話の利用にはよく慣れているはずだ

が、話している相手が意図どおりの者で

あることの確認を怠ったために失敗をす

ることがある。また、騙そうという意図

の電話に応じてしまうこともある（ソー

シアルエンジニアリング）。そのうえ、話

している人の近くにいれば盗聴はあまり

難しくはない。

子供たちによる軍事基地へ電話回線経

由 で の 侵 入 が 、 1 9 8 3 年 の 映 画

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

WARGAMESで描かれていた。映画と同

様な方法で社内に設置されたモデム、ダイ

ヤルアップルータへの電話回線経由での侵

入を試みることは比較的容易である。2002

年に騒がせた携帯電話へのワンギリとほぼ

同じ方法でできるからである。実際、企業

に設置されたPBX（構内電話交換機）で、

発信番号非通知（電番に184を先行させる）

でかけてきて着信した電話番号の記録を取

得してみると、電話経由での侵入の試みが

判ることがある（図４参照）。30分ぐらい

で6千個の電話に順にかけてきて応答を調

べていること、興味を示す応答をした電番

に対しては何度か繰返し電話をかけてきていることが推

測できる。意外に短時間で、多数の電話に向かって応答

を調べにくることが理解いただけることだろう。着信側

がナンバーリクエストというNTTのサービスを利用し

ていれば発信者側に課金が生じるが、そうでない場合に

は、自分の発信番号を隠してお金をかけずに侵入口を探

れるというのが実情だ。

図3 InternetExplorer5がクラッシュした際デバグ情報と共に個人情報を
米Microsoftに送信してよいか問いかけてくる画面
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図4 PBXの着信番号の記録から判る電話スキャンの様子
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仕事を企画する際には、それがどんな利益を生むか、

利便性を提供できるかを考えるのと共に失敗した時にど

れくらいの損害があるのか、どの時点でうまくいってい

るかどうかを判断するのか、損害にはどんな保険をかけ

るのか、を考える。これと同様に、情報処理システム

（机の上も含まれる）を設計、構築、試験、運用、廃棄

していく過程で目的（効率、利便性）は何かを考えるの

と同時に、意図に沿っているか/意図に反していないか

を、どの時点でどうやって確認しようか、起こりうる問

題をどうやって回避、軽減、対処しようか（Control）

を、考えておこうというのが情報セキュリティ対策であ

る（図５参照）。

守るべき情報資産を定め内外の脅威（誤操作、故障等

も含む）を想定して便利さが少し低下するかもしれない

が安全を求めようというものだ。

机の上のパソコンが通信回線と接続し、１秒間にメガ

（百万）ビットを超える量の通信ができ、ギガ（十億）

バイトを超えるディスク容量とギガヘルツを超える

CPUを普通に装備できるようになったため、価値ある

情報の処理や格納ができるようになった。

それと共に、パソコンの故障、操作者の悪

意、ミスによる損失が効率に比例して大き

くなってきた。このため、個々の人が情報

セキュリティ対策を考えることが必要にな

ったのである。

会社といった組織で情報セキュリティ対

策を行う場合には、一人では対処しきれな

いので、

・目標を誰かが示し、参加する人に周知す

る

・ルールを策定し、参加者に周知する

・目標とルールを納得させてから監査を行う

また、

・監査の結果に基づいて対処を行うとともに、目標、ル

ールを修正する

というような手順をとっていくことになる。しかしなが

ら、

・ルールの適用範囲はどこまでかを規定すること

例）人（派遣労働者まで適用可能か?）、情報の種類、

場所

・ルールをどうやって人に周知して納得してもらうか

・ルールが守られていることをどうやって確認するのか

・ルールが守られていないことをどうやって検出するのか

・ルールが守られてないときに誰がどう対処するのか

が文書化された状況まで到達しなければならないが、そ

うすると「ルール」は量が多くなり、誰も理解しようと

思わなくなるだろう。

さらに、

・個々の機器が正常であることをどうやって確認するのか

・個々の機器のなんらかの異常をどうやって検出するのか

・機器の異常を検出したときに誰がどうするのか

までも「手順」として定めておくと実際に役立つものに

なる。そうすると、さらに決めることは増える。

連 載 企 画�

情報資産=守る物�
起こりうる事態�

漏洩�
改竄�
妨害�

外部の脅威�

Control

便利さ�
内部の脅威�

・�Confidentiality 機密性�
情報にｱｸｾｽすることを許可されていない利用者に対して、情報を利用不可または非開示にする属性�
・�Integrity:完全性�
許可されない利用者によりﾃﾞｰﾀが改竄または破壊されないようにする属性�
・�Availability:可用性�
許可された利用者から使用要求があった時に情報にｱｸｾｽ可能であることを確実にする属性�
・�Accountability:責任追求性�
主体�(利用者�,ﾌﾟﾛｾｽ�,ｼｽﾃﾑまたは情報�)の行為から、その主体にのみ至る形跡をﾄﾚｰｽできる属性�
・�Authenticity:信憑性�
主体�(利用者�,ﾌﾟﾛｾｽ�,ｼｽﾃﾑまたは情報�)または資源の身元が主張どおりである属性�
・�Reliability:信頼性�
意図した動作と結果に矛盾がない属性�

ISO/IEC TR13335(GMITS)

図5 情報セキュリティ対策

3 なぜ個人が情報セキュリティ対策を考
えないといけないのか

4. 組織としての情報セキュリ
ティ対策の考え方
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一度にこれらを考えるのは大変なので、次のように

「階層」「時間軸」で分割して考えると、理解ができる範

囲に「ルール」や「手順」がおさめられるであろう。こ

の考え方と対策を行う際の機器の導入にあたっての注意

事項、組織としての留意点について次に述べる。

（１）階層--情報の格納関係 （図６）

物理的なセキュリティ、ネットワークセキュリティ、

情報セキュリティと階層別に分けて考える。情報はネ

ットワーク機器に格納され、ネットワーク機器は建物

に格納されているという格納関係で分けてみていく。

ネットワークでいくらセキュリティ対策をしても、

機器が盗難されれば対策は無になる。下の層の対処が

上の層よりも堅くできていないと、セキュリティの確

保は難しいことがおわかりいただけるだろう。

セキュリティ対策にはどの層でも人が必要だ。人は

悪意あるいはミスにより、どの層でも何かをしでかし

そうなことも確かである。

守る対象（ルールの適用範囲）は、列挙してその物

の管理者、連絡先、所在を含めてデータベース化し、

適切に更新できるようにするとよ

いだろう。現状とデータベースと

が整合できているためには、かな

りの工数がかかる。「ないハズの

ところにある」「あるハズのとこ

ろにない」といった状況は必ず起

きるので、日々の更新の他にデー

タ全体を見直す機会が必要になっ

てくる。

（２）時間軸--情報あるいはシ

ステムの作成から運用、見直し、

廃棄までの過程（図７）

システムの運用の段階での正常

の確認や異常の検出ができる方法

を設計時に考えておきたい。「セ

キュリティ対策は費用対効果がよ

くわからない。一過性でない、終

わりがない」という言葉をよく聞く。これはある面で

「設計時点でセキュリティ対策についての考え不足があ

った」ということを述べているのだと考えられる。

どういう時に機器あるいはシステム全体として正常な

のか、そうでない事態をどうやって検出するのかについ

て、設計時の工夫が足りないことはよくある。例えば、

メールアドレスから成るデータの情報漏洩に気付くに
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下の層が対処されないと�
上の層のｾｷｭﾘﾃｨ確保は難しい�

災害� 物理テロ�
物理的な�物理的な�
ｾｷｭﾘﾃｨ�ｾｷｭﾘﾃｨ�

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ�

社内LAN

サーバー�

借金踏み倒し�

知的財産侵害� プライバシ侵害�

詐称�

詐欺、悪徳商法�違法取引�

公序良俗違反�

クラッキング�

情報システム全体のセキュリティ�情報システム全体のセキュリティ�

ﾈｯﾄﾜｰｸ�
ｾｷｭﾘﾃｨ�

知的財産侵害� ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ侵害�

*盗聴やｻｰﾊﾞｰ不正侵入に対応�

通信で結ばれたｼｽﾃﾑの�通信で結ばれたｼｽﾃﾑの�
ｾｷｭﾘﾃｨ�ｾｷｭﾘﾃｨ�

ｺﾝﾃﾝﾂの�ｺﾝﾃﾝﾂの�
ｾｷｭﾘﾃｨ�ｾｷｭﾘﾃｨ�  

マシン障害�

情報漏洩�

電話網�

人間�
物理�

情報ｾｷｭﾘﾃｨ�

ﾈｯﾄﾜｰｸ�

DB

図6 階層：格納関係

情報,ｼｽﾃﾑの生成から廃棄まで全体を見通す�

要求�
分析�

基本�
設計�

構成�
設計� データ�

設計�

ﾏﾆｭｱﾙ�
作成�

検査�運用�

試験�
NW試験�

経営目標�
刷り合せ�

評価�

廃棄�

次期目標�

ﾙｰﾙ改訂�

・情報の廃棄は難しい：�人の記憶�
・さらに廃棄しにくい物：公知の情報：� 例)ドメイン名�

正常の確認�
異常の検出�

図7 時間軸
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は、漏洩して利用された時だけに届くメールアドレスを

混入させておくだけでもよいが採用されることは、稀で

ある。簡単で判りやすい検出方法を工夫しておくことが

大切だといえる。元の課題よりも難しい手段を用いた解

決策を採用してはいけない。それは、元の課題よりも解

決策自身の方が問題を起こす可能性の方が高くなるから

である。

（３）ネットワークのセキュリティ対策機器の導入

に関する注意事項

セキュリティ対策用の各種機器（侵入検知システ

ム:IDSやファイアウォール等）は、導入すれば大丈夫

というわけではない。導入時に考えておいた方がよいこ

とを次に述べる。

・速度や容量といった数字をいれて考える

「高速」というセールストークではなく、どれくらい

のトラフィックまで耐えられるのかを知ってから使うよ

うにする。

・便利な機器はそれなりの不都合を背負ってやってくる

安心そうだ、と思わせる言葉に騙されてはいけない。

セキュリティ対策機器を導入することは過去の不都合

（セキュリティ問題の起きる要因）を新しい不都合（元

の問題よりも発生頻度が低いと思われる問題）で置き換

えることと解釈できることがある。

例えば不審な通信を遮断するファイアウォールを導入

する場合には、本来通信したい相手を騙って（発信源の

騙り）不審な通信を試みられると、本来の通信相手との

間も遮断されることがあるかもしれない、という不都合

を理解しておく必要がある。

ウィルスを除去するための対策プログラムは広く普及

している。その利用にはパタンファイルを更新する必要

がある。もし、更新用のパタンファイルに何か細工がな

されると別の働きをするかもしれないという不都合を理

解しておく必要がある。

「自動化」という言葉は「省力化」と解釈されて好い

印象をもってしまいがちだが、何が起きているかを把握

できなくなって不都合なこともあることを理解しておく

必要がある。

・意図どおりに動作するか試験をする

試験方法が判らないものは使えない。試験方法は理解

しておくべきである。また、試験した以上の機能を機器

に期待してはいけない。

守る対象の機器よりもセキュリティ対策機器の方が複

雑で、維持管理コストがかかる場合は望ましい状況では

ない。

・機器の維持管理、廃棄にも人的な工数や費用がかかる

ことを忘れてはいけない

ハードウェアは故障するものだし、ソフトウェアにセ

キュリティ問題が見つかれば、その対処とその後の機能

確認試験に費用、工数がかかる。機器は、保守がなけれ

ば適切な状況を保つことはできない。また、機器には漏

洩して困る情報が蓄積するものである。そういった情報

を格納した媒体、機器を保管、廃棄することにも費用が

かかる。

・運用する人次第である

異常を検出した時に誰に通知して、誰が判断して何を

するのかは予め決めておきたい。「監視してます」は見

ているだけで、異常を検出しても何もしない、できない

状況を表していることもある。

（４）セキュリティの向上対策を阻む要因

・「日本的美学」

体裁は取繕うが、内実は曖昧で皆がそれとわきまえ一

定の秩序を保つ、ということだけではセキュリティ対策

は難しい。

・「大本営発表」という伝統

「隠す」あるいは、実態を見ずに、「ないことになって

いる」から「ない」、という主張をとおされると困る。

異常が「ない」のではなく「見つける能力がない」とい

う事態の方がありえる。

・「対処完了」 という伝聞報告

どうやって確認して対処完了と言っているのかを報告

者には聞いておくべきであろう。

「似た問題は?、同じことは別の所で起きないか?」を

報告者には聞いておきたい。

・「他組織不介入」 「先送り」というワザ

連 載 企 画�
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「他の（責めを言い易い）組織が担当だから」「今、や

らなくても」という臨み方では、実りが少ないだろう。

・意志、責任の所在を曖昧にする「会議」

対策、対処、資産の間の優先順位を決める人、責任者

の責を決めておくようにしたい。機器、システムに異常

を見つけた時にはどの範囲の人が、どれくらいの時間以

内に知っておくべきなのかを決めておいたほうがよいだ

ろう。また、誰の判断で何ができるか、決める場合には

誰が決めたかも明らかにしておきたい。

・「被害額」「情報の価格」を算定することが稀

守る資産が何か判らないのに守れるはずはない。

システムの設計、今後の対策、対処のための費用の見積

もりに情報資産の価値、価格の見積もりは必要である。

これはいくら（何円）の情報なのか、漏洩・改竄・停

止があったときにいくらの損害になるのかのおおよそを

考えておきたい。守る資産の価値より、守る仕組みの方

が高価であってはならない。本末転倒になってしまう。

（１）情報セキュリティ対策に携わる人の選出は重要

機器を設置すれば大丈夫というわけではない。携わる

人に依存する。機器の更改より担当者の交代ははるかに

困難である。好ましからぬ情報に常に接することになる

人の選出を誤れば危機を招くことは確実である。

次ぎの人は組織内の情報セキュリティ対策に携わるの

には適していない。適していない人が「適している」よ

うに装おうことはできるので注意が必要だ。

・自分で提示したルールを守らない人、自ら主張したセ

キュリティ対策を実践しない人

他人へ指示はしても自分は例外という姿勢は非難され

るべきものである。

・「セキュリティ対策に関係しない仕事は私の担当では

ない」と述べる人

多くの場合、情報セキュリティ対策だけが組織の目標

ということはない。担当業務よりも少し広い範囲で見る

とセキュリティ対策が全体の効率化に繋がることもあ

る。会社が通常行う資産の所在や利用状況の把握という

資産管理はセキュリティ対策と同時に行うと効率的であ

る。少し広い視野でみれば情報セキュリティよりも優先

して対処すべきことがあることに気付くこともある。

・問題事例が見つかった場合の対処に際して「担当者に

連絡した」「担当者から対処完了の報告があった」と

いう発言で済ます人

「私は単なる連絡係だ」ということを示すよりも、対

処に関わる人々に対して自分なりの付加価値をつけた方

がよい。連絡経路や役割分担を把握したり「対処はどう

やって確認するのか、確認したのか」に関心をもっても

よいハズである。

・その人の話しを聞くとシステムは「安心」と誤解しか

ねない雄弁な自信家の人

謙虚にいろいろな対処の可能性を考える人、守秘性に

優れる人の方が信用できる。

（２）情報セキュリティ対策がなされている姿

・対象（情報システム等）の姿が判っており正常が何か

を定義できていること

・異常に気づけるだけの仕組みが予め用意されていること

・異常に気付いた時に「誰」に「何」を「連絡する」

かを携わる人が知っていること

・「誰」が「何」を「いつまでに」「判断」するか決ま

っていること

・「公平（経済的）」「公正」「簡素」なルールになって

いること

・ルールの「説明（教育）」と「監査」が行われること

・異常を想定した「訓練」がなされていること

・使命感と適度な疑り深さ、少しだけ広い視野、過去の

成功例に固執しない柔軟性と中庸な倫理観をもった謙

虚な「人」がセキュリティ対策に携わっていること

・「情報セキュリティ対策」が肩に力の入った特別な状

態ではなく習い性になっていること

Part2 ブロードバンド時代のセキュリティ対策

本連載へのご意見・ご感想は、弊誌編集部TEL:03-3507-0560、
またはE-mail:bcm@bcm.co.jpまでご連絡願います。
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