
 

 

 

 1.セキュリティ対策の基本 

 

 

 

 日本はセキュリティ対策が遅れていると言われている。ところが，いざセキュリ

ティ対策を行おうと思っても，市販製品は世にあふれているし，その種類も様々であ

る。話を聞けばどれも要りそうだし，なくてもよいような気さえする。 

 結局，「導入は来期でもいいか」となっているのだろう。とは言っても，何か対策

をしなければならないようである。そのためには，何がどのように危ないのか？ と

いう単純な問いから始めてみるのがよい。 

 まず，ネットワークにはどんな危険があるのか検討してみよう。 

 

1.1 被害事例の検討 

 ここではイントラネットに関連した被害事例を検討する。これらは，一般に報道さ

れた例もあるが，筆者が現場で見聞きした例も含まれている。 

 

1.1.1 事例 1「管理者がメール盗み読み」 

 社内のネットワーク管理者が，自分の好きな女性宛てのメールをすべて自分宛てに

も転送していた。その会社には，ネットワーク管理者が一人しかいなかったために発

見が遅れた。その管理者は厳重注意された。現在の日本の法律では，彼を犯罪者とす

ることはできない。 

 この場合，メールを送受信している者同士では，盗み読みされていたことに気づく

ことはほぼ不可能である。発信者はＡ子さん宛てに出したメールでも，管理者はそれ

を自分宛てにも送るように設定することができるのである。 

 このように，管理者が一人しかいないケースはよく見かける。そして，彼自身が犯

罪に及ぶかどうかは，彼の道徳心しかないのである(図 1.1)。 
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1. セキュリティ対策の基本 

 

 

───── 図 1.1 

 

1.1.2 事例 2「社内から売春斡旋ホームページ運営」 

 某コンピュータメーカの社員が，社内から社外に設置しているサーバで売春斡旋の

ホームページの運営をしていた。現実に数名の「顧客」に女性を斡旋していた。警察

がそのサーバを設置していたプロバイダのログを解析することによって彼の犯罪が

明らかになった(図 1.2)。 

 

 

───── 図 1.2 
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1.1 被害事例の検討 

 この場合，彼が勤務中に，自分のマシンから，そのインターネット環境を利用する

ことによって犯罪を行っていたことが，彼の勤務先にとって社会的なイメージダウン

を与えた。しかし，今，その会社はセキュリティ・コンサルティングを行っている。 

 

1.1.3 事例 3「村社会福祉協議会で猥褻ビデオ販売」 

 村社会福祉協会に勤務していた経理事務を行っていた職員が，大手パソコン通信の

掲示板を利用して，猥褻ビデオの勧誘を行っていた。そして，問い合わせには電子メー

ルで対応していた。 

 この場合も，警察がその大手パソコン通信事業者のサーバのログを分析して，彼の

犯罪が明らかになった。そして，先の例と同様に彼の所属組織は社会的な損失を被る

ことになった。 

 

1.1.4 事例 4「メールのアドレスもれ」 

 顧客に対して企業がお知らせを行う場合に，インターネットでメールを使用するこ

とが多くなっている。そして，その宛先がすべて相手に分かってしまうという事件が

何件か報告されている。 

 

 

───── 図 1.3 
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1. セキュリティ対策の基本 

 一般的には，顧客などの多数の宛先にメールを出す場合は，BCC にそのアドレスを

設定することが一般的であるが，担当者が誤って CC に全顧客のアドレスを設定して

しまったのである。BCC であれば，相手に宛先が知れることはないが，CC であれば，

そのメールを受け取った相手は，そのメールが他に誰に出されたものなのかが分かっ

てしまうのである。 

 この程度のことは，ちょっとした知識・常識であるが，最近のインターネットの普

及速度，社内メールとの連携などもあって，事件があって初めて，CC で出しては駄

目なんだ，と知ったユーザも多いだろう(図 1.3)。 

 この問題は BCC
うんぬん

云々ではなく，ネットワークセキュリティの常識の欠如が問題であ

り，たまたまこのような事件として表面化しただけであろう。 

 

1.1.5 事例 5「物流システムの故障によって納期に大きな影響」 

 某コンピュータメーカの物流システムの障害によって，納期遅れなど大きな影響が

出ている。そのメーカが 100％出資販売子会社との間に導入したばかりの「生産管理」

「物流」「受発注」の統合システムが正常に動作しなかったことによる。 

 この影響で，パソコン販売店では同メーカの商品は品切れで納期不明の張り紙が出

されて，大きなイメージダウンとなった。 

 問題の原因は明らかにされていないが，システムが大掛かりな上に，ネットワーク

で異なった組織が接続されているために，問題解決の遅れとその影響が大きくなった

と思われる。このように，不正アクセスのような外部要因ばかりではなく，システム

開発時における「ちゃんと動くのか」という確実な動作確認もセキュリティ対策のひ

とつであろう。 

 

1.1.6 事例 6「エッチなページを見ていたら，高額国際電話料金の請求」 

 ある会社で 100 万円近くの国際通話料金の請求書が突然届いた。もともとその会社

は国際電話をかけることはほとんど無かったので，慌てて問い合わせたところ確かに

利用しているとのこと。しかし，その相手がモルドバという国だった。 

 調査を進めたところ，ある社員が深夜残業をしていたときに発生していることが判

明。その社員に問い合わせたところ，身に覚えはないという。後になって分かったこ

とであるが，彼は深夜エッチなページを見ていたところ，「もっと見たいなら専用ソ

フトウェアをダウンロードしてください。無料でお楽しみいただけます」とあったの
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1.1 被害事例の検討 

で，いそいそとダウンロードして実行した。 

 実はそのソフトウェアは，モデムから国際電話をかけてしまうソフトウェアだった

のだ。しかも無音に設定されているので，夢中になっていた彼は気づくことがなかっ

た(図 1.4)。 

 

 

───── 図 1.4 
 

1.1.7 事例 7「リモートアクセスポイントから侵入」 

 国内のクラッカーグループが，モデムの接続されているリモートアクセスポイント

から侵入して企業の情報を盗んでいた。1 年近くも情報を盗み続けていた。そして，

そのことは彼らの仲間がタレ込んだ情報により発覚した。 

 彼らは，保守用などのリモートアクセスポイントから侵入していた。ありがちな

ユーザアカウントとパスワードを用いていたほか，恐るべき事に実際の社員のアカウ

ントまでも利用していた。 

 社員による漏洩か，社員自身による犯罪か，該当社員の情報を知り得る SI ベンダ

かどうかは現在のところ明らかになっていないが，組織的なクラッカー活動が明らか

になった。彼らは BBS などを利用して情報を交換し合っていた。そして，情報の売

買による利益を得ていたこともうかがわせる内容の電子メールも情報提供の中に含

まれていた。 
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1. セキュリティ対策の基本 

1.2 どこがなぜ危険なのか 

1.2.1 セキュリティホールとは 

 一般にセキュリティホールというと，市販ソフトウェアに含まれるものを指すこと

が多いようである。しかし，組織という範囲で考えた場合には，様々なセキュリティ

ホールが見えてくる。以下に，セキュリティホールを分類してみる。 

 

(1) 先天的なセキュリティホール 

 セキュリティホールとして一般に言われているものである。これらは導入した側の

知らないところで，存在しているものである。 

 

 ① OS や市販アプリケーションに含まれているもの 

 OS や市販アプリケーションの場合は，最初は誰も知らなかったものが，ある時に

世界の誰かが発見してそれを一般に公表してしまったものを指す。例えば，Windows 

NT の場合，SP3(Service Pack 3)を適用しなければ，いとも簡単にネットワーク上の

他のマシンから異常終了させられてしまう(図 1.5)。 

 

 
───── 図 1.5 
 

 図に示したソフトウェアを使えば，相手の IP アドレスを打ち込むだけで，相手を

ブルースクリーンにすることができる。また，これは改造版が出回っており，それを

使えば，SP3 を適用しただけのマシンでは同様にクラッシュさせられてしまう。必ず

HotFix を適用しなければならない。Microsoft 社から提供されている SP3 に対する

HotFix に関する情報は，下記 URL から入手できる。 

 16



1.9 ファイアウォール 

  http://www.microsoft.com/japan/products/ntupdate/nt4sp3/postsp3.htm 

 

対策： 

 それぞれのメーカは，セキュリティホールが発見されて報告された場合には，直ち

に対策のソフトウェアもしくはデータ(パッチという)を配布する。しかし，ここで問

題なのは，そのパッチの配布が責任を持って各ユーザに対して行われないことである。

例えば，自動車のブレーキに異常があれば直ちに回収もしくはユーザに連絡されて速

やかに交換作業を行うだろう。しかし，基幹システムのサーバといえども，メーカは

自主的に通知してくることは稀である。 

 一般的には，セキュリティ情報に敏感なユーザが自分で問い合わせるか，パッチ情

報を日頃からチェックしているユーザが自分で発見して適用することが多い。した

がって，重大なセキュリティ上の問題があっても，そのことを知らないユーザは非常

に多い。特に，イントラネットの場合にはその傾向が強い。やはり危機意識の低さが

問題であろう。 

 はっきり言って，SP3 を適用しただけの Windows NT やデフォルト設定のままの

UNIX マシンを使っている組織のイントラネットは，ある程度の知識を持った悪意の

ある者にとっては天国である。インターネット側に設置するサーバなみにするかどう

かは別にして，最低限のセキュリティ対策は必要である。パッチ類のうち重要なもの

は適用すべきであろう。そして，どれを適用するかは，セキュリティポリシーとして

柔軟に定義・実行されるべきである。 

 残念ながら，「これは適用した方がいいだろう」と思っても，すぐに対策を行って

はならない。必ずバックアップをとるか，類似仕様のマシンで試験することをお勧め

する。なぜなら，パッチや推奨設定を行った場合に，今まで動いていたものが動かな

くなることは「よくあること」だからである。ラボ環境のような設備があった方がい

いだろう。特に Windows NT の SP4 は注意して評価した方がいい。 

 したがって，対策を行うためには，以下の体制が必要である。 

 

• 必要なパッチや対策を常にリサーチする専門家。その専門家は緊急度を判断して

計画的に対策を講じていかなければならない。 

• パッチや対策の設定を事前評価するラボ環境。 
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1. セキュリティ対策の基本 

 図 1.6 に，Windows NT がネットワーク上の他のマシンからユーザ名の一覧を取得

されたところを示す。そして，図 1.7 に，UNIX マシンで一般ユーザが root 権限を不

正に取得したところを示す。 

 

 

───── 図 1.6 
 
% telnet xxx.xxx.xxx.104
Trying xxx.xxx.xxx.104...
Connected to xxx.xxx.xxx.104.
Escape character is '^]'.

SunOS UNIX (sun1) 

login: test
Password:
Last login: Tue Jan 20 14:23:52 from xxx.xxx.xxx
Sun Microsystems Inc.   SunOS 4.1.4       Generic July
sun1% id
sun1% uid=100(test) gid=10(staff)                   <-
sun1% ./exploits
Jumping to address 0xeffffc60 B[264] E[36] SO[-56]
# id
# uid=0(root) gid=0(staff)                           <

 1994

----- 一般ユーザ

------ root権限取得
 

───── 図 1.7 
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1.9 ファイアウォール 

 ② メーカが設定したバックドア 

 ルータやハブなどの通信機器には，パスワードが設定できるようになっている。一

般ユーザと管理者レベルに分かれているものも多い。しかし，その管理者用パスワー

ドが忘れられてしまった場合には，メーカに持ち込むか，初期化するしかなくなる。 

 そこで，持ち込まれたメーカで，その作業を簡単に行うために秘密のパスワードを

仕込んでおくことがある。また，ユーザにその作業を行わせるために，マニュアルに

記載されていることもある。そのソフトウェアのプログラマが，デバッグ用に組み込

んだ彼だけのパスワードがあることもある。それが何らかの理由で漏れることがある。

そのときにどうなるかは簡単に想像できるだろう。図 1.8 に，セキュリティ勧告とし

て公開された情報を示す。 

 

 

 

───── 図 1.8 
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