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 不正アクセスという用語の定義は，1996 年に通産省が告示した「コンピュータ不正

アクセス対策基準」の中でなされています。「コンピュータ不正アクセス対策基準」

によると， 
 

「コンピュータ不正アクセスとは，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以外の行為を，ネットワークを介して意図的に行うこと」 
 
と定義されています。もっと時間をさかのぼると，昭和 62 年に改正された「刑法」

の中でも不正アクセスに関する罰則規定がなされています。 
 

刑法第 2 編第 17 章 「文書偽造の罪」 第 161 条の 2 
     第 35 章 「信用及び業務に対する罪」 第 234 条の 2 
     第 40 章 「毀棄及び隠匿の罪」 第 258 条 
  第 259 条 
  第 264 条 

 
 これらが該当します。興味を持たれた方は，一度目を通されてみてはいかがでしょ

う？ 
 現在，ネットワークを介して企業や個人のシステムに無許可で侵入・破壊・データ

の漏洩等が問題になることがしばしばありますが。これらはみな「不正アクセス」と

いうことができるでしょう。 
 では実際に，不正アクセスはどのように行われるのでしょうか？ 以下の節でご説

明します。 

 23



1. メールシステムに対する不正アクセスの種類 

 
 1.1 不正アクセスの経路 

 
 不正アクセスと聞くと，いわゆるクラッカーと呼ばれる人たちが様々なツールを行

使し，一般企業のネットワークに侵入する，というイメージを持たれる方も多いと思

います。しかし，現実のところは Web 上で公開されているハッキングツールを手に

した，興味本位でクラッキングを行う人々，いわゆるスクリプトキディにより不正ア

クセスが行われているのです。既存のハッキングツールは，発見済みのセキュリティ

ホールを利用してシステムに侵入します。つまり，既存のセキュリティホールを残し

たままサーバを運営する管理者たちの怠慢が，不正アクセスを許しているわけです。 
 現状不正アクセスの多くは，難攻不落の要塞を歴戦の戦士たちが攻撃しているわけ

ではありません。鍵のかかっていない家に子供が入り込んでいるようなものなのです。 
 具体的には，以下の項目に当てはまるサーバが不正アクセスの温床を生み出してい

ます。 
 

• 安易な設定，例えば，雑誌を見ながら設定したようなサーバ 
• OS やアプリケーションをただインストールだけしたという，デフォルト設定の

サーバ 
• パッチの適用といったメンテナンスがなされていない，放置されたサーバ 

 
 これらのサーバは，非常に不正アクセスに弱いといえます。2001 年以降，サーバア

プリケーションのセキュリティホールを突いた攻撃を行うワームが爆発的に増えまし

た。“CodeRed”や“Nimda”は一般のニュース番組でも取り上げられたので，ご存

知の方も多いことでしょう。これらのワームは，セキュリティが考慮されていないサー

バ，前述した安易な設定のサーバや放置されたサーバに攻撃を仕掛けます。セキュリ

ティの甘いサーバは，攻撃を受けるとワームに感染してしまいます。ワームに感染し

たときのサーバの挙動はワームの種類に依存しますが，中にはバックドアを作成する

ものもあります。バックドアが作成されると，このサーバを足がかりに更なる不正ア

クセスを誘発する温床となってしまうのです。 
 不正アクセスは，外部からのアクセス以外にも次のような経路が挙げられます。 
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• RAS(公式・非公式) 
• エクストラネットの接続先 

 
 これらの経路の場合，サーバ自身に問題があることもありますが，ユーザアカウン

トの管理に問題があり，内部ネットワークへ侵入されてしまう可能性が高いです。安

易なパスワードを設定していたり，1 つのパスワードをいつまでも使っているような

場合は，アカウントに対して辞書攻撃を行うと簡単に内部に進入できてしまうことも

あるのです。また，不正アクセスは外部の人間よりも内部の人間が行う場合の方が多

く，企業では退社した社員のアカウント管理を厳密に行う必要があるのも事実です(図
1.1.1)。 
 

RAS

Extranet Internet

Intranet

DMZ

RAS

Extranet Internet

Intranet

DMZ

 

外部からの
持ち込みPC

放置された
サーバ

外部からの
持ち込みPC

放置された
サーバ

図 1.1.1 不正侵入経路の例 

 
 ワームやウイルスの侵入経路も似たところがありますが，これらに関しては，後ほ

どコンピュータウイルスの項で詳しく説明します。 
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1. メールシステムに対する不正アクセスの種類 

 
 1.2 メールサーバへの攻撃 

 
 メールサーバへの攻撃と一口に言いますが，その手段は様々なものが挙げられます。 
メールサーバ自体に不正侵入を行うものや，サービスを提供できない状態にしてしま

うもの，SPAM といった迷惑メールを中継させるようなものも，メールサーバへの攻

撃の 1 つです。具体的な攻撃だけでなく，メールサーバは情報漏洩や盗聴といった脅

威にも晒されています。 
 
1.2.1 メールサーバの脆弱性と不正アクセス 

 メールサーバの脆弱性を突いた不正アクセスには，以下のようなものが挙げられま

す。 
 

• 不正侵入 
• サービス不能攻撃 
• 不正中継 
• 盗聴 

 
(1) 不正侵入 

 メールサーバ上に脆弱性が存在する場合，不正侵入を試みる際にこれらの脆弱性が

利用されることが多々あります。ここで利用される脆弱性に，「バッファオーバーフ

ロー(バッファオーバーランとも称する)」や「フォーマットストリングス攻撃」等が

挙げられます。これらの脆弱性を利用した攻撃のメカニズムは，後ほど説明します。 
 バッファオーバーフローやフォーマットストリングス攻撃は，プログラムのバグに

起因するものです。このようなバグが単体で存在し，そのためにサーバに不正侵入を

許してしまうこともありますが，それ以外にサービスの設定ミスや脆弱性が多数存在

するような複合的な条件により不正侵入を許してしまうパターンの方が数多く存在す

るでしょう。特にサーバの設定は，その内容次第では不正侵入を誘引する原因なりか

ねません。プログラム自体にバグがなくても，安易な設定のサーバ(インストールした

まま何も設定を行っていないサーバのような)は，それ自体が脆弱であるといえます。 
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 一度不正侵入を許してしまったサーバ上には，多くの場合バックドアが作成されま

す。バックドアとは，攻撃者が一度不正侵入を果たしたサーバへ再度侵入する際に，

簡単に不正侵入を行うための「裏口」です。不正侵入を受けたサーバの管理者が，後々

脆弱性をなくしたとしても，この裏口がある限り外部の人間による不正侵入を防ぐこ

とはできません。最近では，ワームが外部からの操作を受け入れるための窓口として，

バックドアを設置するというケースも増えています(CodeRed II のことは，記憶に新

しい方も多いでしょう，現在もネットワーク上には CodeRed II が氾濫し，ところ構

わず攻撃を仕掛けているという事実があります)。 
 不正侵入の場合，多くは攻撃者にそのサーバの管理者権限を奪取され，思いのまま

に操作されてしまう可能性が非常に高くなります。 
 具体的に，不正侵入を許してしまうとどうなるでしょうか？ 1 つ例を挙げて解説

してみましょう。 
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DMZ
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BoF攻撃BoF攻撃

図 1.2.1 攻撃の例フェーズ 1 
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 A 社では Web サーバとメールサーバを 1 つのマシン上で動作させ，DMZ 
(DeMilitarized Zone：非武装地帯)上で公開しています。しかし定期的なメンテナン

スを怠り，OS やサーバアプリケーションのバージョンも古いまま放置した状態にし

ていました。ある日，新種のワームが発見されました。このワームは，Web サーバの

セキュリティホールを利用してサーバ上にバックドアを作成するというものです。A
社が公開していたサーバでは，セキュリティホールのある Web サーバを使用してい

たため，このワームに感染しバックドアが作成されてしまいました(図 1.2.1)。 
 この時点でサーバがワームに感染してしまったことに気がつけばよかったのですが，

放置されているサーバを偶然タイミング良くメンテナンスを行うといった運の良いこ

とは，めったにないでしょう。バックドアを作成するワームに続いて，このバックド

アを利用するような攻撃者が現れたらどうなるでしょうか？ 
 攻撃者は，A 社のサーバ上に作られたバックドアに気がつきます。ワームが作成し

たバックドアを利用し，A 社のサーバに難なく侵入するでしょう。攻撃者が何を意図

して侵入してきたかにもよりますが，このサーバから内部ネットワークに侵入し破壊

活動を行うかもしれません。破壊活動という目に見える行動をしてくれればその時点

で侵入者の存在に気がつくでしょうが，水面下で静かにしていたらおそらく侵入者の

存在に気がつくことなくサーバの放置状態は続くでしょう。その間，攻撃者は内部情

報を盗み出したりこのサーバを踏み台にし外部へ攻撃を仕掛けるなど，このサーバ上

で我が物顔に振る舞うのです(図 1.2.2)。 
 ワームに感染してしまった A 社のサーバは，被害者である一方，外部のサーバに向

けて攻撃を行う攻撃者でもあるのです。管理を怠っていたサーバの管理者のもとに，

ある日突然「xxx.xx.xx.xx にある Web サーバから我が社のサーバに攻撃を仕掛けた痕

跡を見つけました。どういうことでしょうか？」という苦情が舞い込んでくるかもし

れません。 
 また，ワームにより Web サーバのコンテンツが改ざんされてしまった場合，提供

しているサービスが利用不可能になってしまうことも十分考えられます。その際，

Web 通販を提供しているような会社の場合であれば，サービスが停止していた間の被

害も馬鹿にはならないことでしょう。 
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図 1.2.2 攻撃の例フェーズ 2 

 
(2) サービス不能攻撃 

 サービス不能攻撃とは，その名のとおりサーバに攻撃を仕掛けて特定のサービスを

提供できない状態に陥らせる攻撃のことです。攻撃のパターンはいくつか挙げられま

す。 
 OS やアプリケーションのバグを突いたリクエストをターゲットホストに送信する

ことで，リソースを枯渇させてしまう攻撃があります。この場合，多くは受け取った

リクエストの処理の過程に問題があり，その結果として CPU 使用率が 100％になっ

てしまったり，メモリ資源を使い果たしてしまいます。一度に巨大なリクエストを送

信することにより，サーバの処理を妨害し，サービス不能状態に陥らせる攻撃も挙げ

られます。特定のデータを送信しサーバアプリケーションでバッファオーバーフロー

を発生させることで，アプリケーションが異常終了してサービス提供ができなくなる

場合もあります。 
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 数年前に，「WinNuke」，「Ping Of Death」といったサービス不能攻撃が流行り

ましたが，これは典型的な OS のバグを突いたサービス不能攻撃といえましょう。 
 2000 年 2 月 7 日，アメリカで大規模な DoS 攻撃がありました。太平洋標準時間で

午前 10 時 30 分にまずYahoo! がアクセス不能になり，続いて eBAY，Buy.com，CNN，

Amazon.com といった大手のサイトに次々とアクセスができなくなりました。これら

一連の DoS 攻撃によるネットビジネスの被害額は，12 億ドルを超えるとも見られて

います。 
 この事件は，多くのクライアントが一度に標的である Web サーバに大量のリクエ

ストを送信したため，リクエストを捌ききることができずに Web サーバが応答を返

すことができなくなってしまった，つまりサービス不能状態に陥ってしまったという

ものです。これがいわゆる，DDoS(Distributed Denial of Service：分散型サービス不

能攻撃)と呼ばれるものです。どのような手段で一度に 1 つのサーバに攻撃を集中させ

るかは場合によって異なりますが，分散型の攻撃である分，攻撃元が分かりにくくサー

ビス不能攻撃の中でも威力は最大級といえます(図 1.2.3)。 
 
 

クラッシュ！

何らか
一斉に

攻撃を行うクライアント群

のトリガーにより
攻撃を開始する

クラッシュ！

何らか
一斉に

攻撃を行うクライアント群

のトリガーにより
攻撃を開始する

 

図 1.2.3 DDoS イメージ 
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(3) 不正中継 

 不正中継とだけ聞いても何のことか分からなくとも，spam メールと聞けばその実

害がどのようなものか想像のつく方が多いでしょう。 
 不正中継とは，メールサーバが運営上許可しない第三者のメール送信に利用されて

しまうことを指します。この不正中継を利用して送信されるジャンクメールを，一般

的に spam メールと読んでいます。 
 ジャンクメールをなぜ spam メールと呼ぶようになったのか，ですが，SPAM とい

う商品名の缶詰と関連があるという話を聞いたことがある方はいらっしゃると思いま

す。この SPAM の缶詰をネタにした Monty Python のスキットが spam の語源になっ

ているというのが定説になっています。 
 話を元に戻しましょう。 
 本来インターネットメールサーバは，メールの送信時にはユーザ確認をしません。

メール送信を無条件に許可するのが一般的な取り扱いでした。メールの送信時にユー

ザ確認をしないということは，誰もが任意のサーバからメールを送信できてしまうと

いうことです。発信元を偽り，自分とは関係のないサーバからメールを送ることによ

り，発信者を特定させることなく大量のメールをばら撒けてしまうという問題が発生

します。 
 spam メールや宣伝メールといった迷惑メールを中継することにより，以下のよう

な弊害が挙げられます(図 1.2.4)。 
 
 ① サーバの資源を不正に利用されてしまいます。メモリやメールスプール(要は，

ハードディスク容量)，ネットワーク帯域を占有されてしまう可能性もあります。

メールサーバが一度に大量のコネクションを張るため，通常のメールの送信がで

きなくなってしまうことも考えられます。 
 ② 不正中継を行ってしまったホストは，そのホストおよびサイトへの信頼を失っ

てしまう結果となる可能性があります。spam メールの被害が広がるにつれ，不

正中継を行ってしまったドメインのブラックリストデータベースのサービスも行

われるようになりました。メールサーバにこれらサービスのデータベースを参照

するように設定することで，ブラックリストデータベースに登録されたメール

サーバからのメールを受信しないようにすることも可能です。 
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● 社会的
　　信頼の失墜

不正中継を行ってしまうと・・・？

Ｇ業務成績の悪化

● 社会的
　　信頼の失墜

不正中継を行ってしまうと・・・？

Ｇ業務成績の悪化

 

● ORDBへの
　　登録
● ネットワーク
　　帯域占領

● ORDBへの
　　登録
● ネットワーク
　　帯域占領

通常のメールの
やり取りに
支障が出る

通常のメールの
やり取りに
支障が出る

図 1.2.4 不正中継による弊害 

 
 つまり意図的ではなかったにせよ，不正中継を行ってしまいブラックリスト入りを

果たしてしまうと，通常のメールのやり取りも行えなくなってしまう可能性がなきに

しもあらず，ということなのです。 
 
「不正中継を行ったホストリストを管理するグループの例」 

Mail Abuse Prevention System LLC (MAPS SM) 
http://mail-abuse.org/ 
 
OpenRelay DataBase 
http://ordb.org/ 

 
 不正中継は，メールサーバの設定を適切に行うことで防ぐことが可能です。しかし，

それにはきちんとしたメールサーバやネットワークに対する知識が要求されます。

サーバの管理は，責任が重く労力を割かれるものなのです。 
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(4) 盗聴 

 ここで言う盗聴とは，ネットワーク上を流れるデータを不正に盗み見をすることで

す。当然ですが，物理的にマイクを仕掛けて周囲の音を盗み聞きする盗聴とは異なり

ます。 
 ネットワーク上には，様々なパケットが流れています。どこぞのサーバとやり取り

したデータやダウンロードしてきたファイルだったり，はたまたメールを取得するた

めに送信したユーザ ID やパスワードだったりすることもあるわけです。これらのパ

ケットは，たいていデータがそのままの形で流れています。つまり，このパケットを

ネットワークのどこかで拾い上げることにより，第三者がデータを盗み見ることが可

能になるのです。 
 ネットワーク上の盗聴は，されていたとしても気がつかない場合がほとんどです。

それというのも，盗聴は， 
 

• 受動的に行われるものであり， 
• ログのような痕跡が残らない 

 
からです。ローカル上の一般ユーザが盗聴を行っていたとしても，適切な設定を行っ

た盗聴の場合，CPU やメモリ資源の使用率も低く抑えられるため，管理者が盗聴に気

がつかない可能性もあります。また，以前はスイッチングハブによりトラフィックを

制御することで盗聴を防ぐことができましたが，現在ではスイッチングハブを利用し

てもパケットを盗聴される可能性があります。 
 盗聴対策としては，通信を暗号化したり，定期的にネットワーク上のスニッファ(盗
聴をしているホスト)を検出するように心がける，といったことが挙げられます。 
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1. メールシステムに対する不正アクセスの種類 

1.2.2 メールサーバが晒されている脅威 

 メールサーバは直接的な不正アクセス以外にも，様々な脅威に晒されています。イ

ンターネットに公開されているサーバは，これらすべての脅威に晒されていると言っ

てよいでしょう。 
 

• 情報漏洩 
 メールサーバ上には，そのメールシステムを利用しているユーザの情報が格納

されています。格納されているユーザ情報は，アカウントやパスワードからユー

ザの個人情報までが一緒に保存されているかもしれません。これらの情報は，メー

ルサーバが適切に設定していなければ，漏洩してしまう可能性もあります。 
 また，メール以外のサービスを同一ホスト上で稼働させていた場合，メールサー

バのセキュリティホールを突いて他のサービスに関する情報をも漏洩してしまう

可能性があります。 
 

• 改ざん 
 侵入を許してしまった場合，設定ファイル(システムや各サービス)や機密デー

タ，ログなどの改ざん行為がなされる可能性があります。 
 

• 通常サービスへの弊害 
 メールサーバが不正中継を許可してしまった場合，ORDB に登録されてしまう

可能性もあります。ORDB とは，第三者中継など不特定多数へのメール送信，い

わゆる spam メール対策が十分にとられていないメールサーバの IP アドレスを

登録したデータベースのことで，非営利団体によって保守・管理がなされていま

す。ORDB への登録は，不正中継を許可しているという届出があった後に，不正

中継を許可しているかを実際にテストし，管理者へ通知した上で行われます。ま

た，不正中継への対策を行った後，削除依頼を行うことにより登録されたレコー

ドの削除も可能です。 
 とはいえ ORDB に登録されている間は，ORDB を利用して spam メールをフィ

ルタリングしているサイトへのメール送信を行うことができません。つまり，通

常のサービス提供へ支障を来すおそれもあるのです。 
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1.10 ソーシャルエンジニアリング 
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• 踏み台 
 メールサーバ自体に攻撃者が侵入してきた場合，メールサーバを足がかりに外

部のサーバに攻撃を仕掛けることが可能になります。この場合，メールサーバ自

体被害者である一方加害者になってしまい，社会的な信用を失いかねません。ま

た，メールサーバの設定がいい加減だと不正中継の踏み台になってしまう可能性

もあります。 
 

• 悪意のあるツールの設置 
 バックドアや盗聴ツール，トロイの木馬，ワームなどをメールサーバに仕掛け

ることにより，メールサーバ上の情報を盗み出したり，このメールサーバを踏み

台に外部に攻撃を仕掛けられてしまうもあるかもしれません。 
 

• 他のサービスへの弊害 
 サーバをセキュアに稼働させるための条件の 1 つとして，サーバ 1 つにサービ

スは 1 つという考え方があります。しかし，現実には 1 つのサーバ上で複数のサー

ビスが稼働していることも多々あります。このようなサーバ環境の場合，メール

サーバが何らかの攻撃を受け，CPU やメモリリソースを食いつぶしてしまった場

合，同サーバ上で稼働する他のサービスも影響を免れることはできません。本来

稼働していなければならないサービスが異常終了してしまったり，不要なサービ

スが開始させられてしまう可能性も考えられます。 
 

• メールの改ざん 
 メールを送信する際に，通常は書き換えることができないエンベロープなどの

情報改ざんを行ったメールが送信されてしまうことが考えられます。 
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