IPA テクニカルウォッチ
「増加するインターネット接続機器の
不適切な情報公開とその対策」
～あなたのシステムや機器が見られているかもしれない～
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はじめに
インターネットに接続されている機器の数は年々増加している。2015 年 11 月のガート
ナー社の発表1によると、インターネットに接続されている「モノのインターネット
（IoT）
」機器の数は、2016 年には 64 億に達すると予想され(2015 年比 30%増)、2020 年
には 208 億に達すると予測されている。この IoT の存在は数年前より世界的に注目されて
おり、オフィスネットワークに接続されていた複合機に限らず、自動車、家電製品、産業
用機器など従来、通信機能を具備していなかった機器にまで及んでいる。その結果、イン
ターネットに接続される機器が飛躍的に増加し、同時にその機器のセキュリティ対策も必
要に迫られている。2015 年 7 月に米 Wired の記者が、走行中の自動車が乗っ取られる体
験レポートを公表したことは記憶に新しい2。日本においても、2013 年 11 月、学術機関な
どの複合機内の機密情報をインターネットから閲覧できると報道機関が指摘し、IPA では
複合機を含めたオフィス機器のセキュリティの注意喚起を行った3。
IoT 機器の中にはサーバー機能を有しているものも多々あり、ネットワークに接続する
ことで PC やスマートフォンなどから利用できる。一方で、不適切にインターネットに接
続されている IoT 機器が、格好の攻撃ターゲットとなっている現状がある。昨今では監視
カメラを踏み台にした攻撃やカメラ画像自体の覗き見する事例も報告されている。
こうした背景の一つとして、インターネットに接続されている機器を検索できるサービ
スとして 2009 年に登場した SHODAN や 2015 年に開発された Censys によって、攻撃
者による攻撃ターゲットの機器の発見が容易になったことが挙げられる。従って、より適
切な対策が管理者に求められる状況となっている。
本書では、IoT 機器のサーバー機能と SHODAN ならびに Censys について解説してい
る。PC と同様に IoT 機器にもセキュリティ対策が必要であるという理解を促し、インタ
ーネットに不適切に公開している機器がないか管理者自身が SHODAN や Censys を用い
て検査することで、適切に IoT 機器が保護されることを期待する。

1

Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015
http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
2 走行中の Jeep を乗っ取り操作、セキュリティ研究者が実証実験
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1507/22/news060.html
3 複合機等のオフィス機器をインターネットに接続する際の注意点
https://www.ipa.go.jp/about/press/20131108.html
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本書の対象読者
・ネットワーク管理者
・IoT 機器をはじめとしたネットワーク接続機能を有する機器の管理者

注意事項
SHODAN4ならびに Censys5を用いた調査を実施する場合、SHODAN ならびに Censys
の検索結果に他組織のサーバーや機器が表示される可能性があります。表示された他組織
のサーバーや機器にはアクセスを行わないでください。本書の手法を検証した結果を悪用
して発生するいかなる被害や損害について、IPA はなんら責任を負うものではありませ
ん。

4
5

https://www.shodan.io/
https://censys.io/
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1. IoT 機器とサーバー機能
組織のネットワーク内にはオフィス機器など多数の IoT 機器が存在する。複合機などの
大型の機器やウェブカメラのような小型の機器も、ネットワーク上では 1 台 1 台がサーバ
ーとして機能している。そのため、業務用のウェブサーバーや PC などと同様に、上述の
IoT 機器も導入前に機能や動作を理解した上で、ネットワークに接続する必要がある。

図 1-1：組織内に存在するさまざまな機器

1.1. IoT 機器のサーバー機能
IoT 機器には、ウェブサーバーや PC と同様に、Linux や BSD 系 UNIX、Windows 等
の OS が、カスタマイズされて搭載されており、その OS 上でサーバーアプリケーション
が稼動している。
多くの機器では、機器の設定変更を行うインターフェースとしてウェブサーバー機能が
搭載されている。その他にファイル共有サーバー機能（FTP、SMB）
、メールサーバー機
能を搭載する機器も存在している。これらの機能を利用して、ブラウザ経由による設定の
変更や、IoT 機器で処理したデータの取り出しなどが行われている。
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図 1-2：オフィス機器へのアクセス（イメージ）
表 1-1 にサーバー機能を持つ IoT 機器とその脅威を示す（IPA が実機や製品サイトで確
認した結果を参考までに例示）
。中でも、ウェブインターフェースを有した機器が利便性
の観点からも着実に増加している。また、機器にサーバー機能が搭載されることにより、
従来想定されていなかった不正アクセス、データ漏えい等の新たな脅威が顕在化してい
る。
表 1-1：サーバー機能を持つ IoT 機器とその脅威
＃
1

ネットワーク機器
複合機
（プリンター、スキャナー、FAX）

ウェブ

利用できる機能
ファイル共有
メール

事務用機器

○

○

○

情報管理機器

○

○

○

デバイスサーバー
情報管理機器
（USBサーバー、プリンタサーバー)

○

○
○

2 ネットワーク対応HDD（NAS）
3

タイプ

4 カメラ(IPカメラ、ウェブカメラ)

通信機器

○

5 テレビ会議システム

通信機器

○

6 ブロードバンドルータ

通信機器

○

7 デジタル液晶テレビ

家電

○

ブルーレイディスクレコーダー
8
ハードディスクレコーダー

家電

○

○

○

○

その他

脅威
スキャンデータや印刷データの漏えい
設定情報の漏えいや設定変更

DoS攻撃の踏み台
DNS
保存情報の漏えい
Telnet/SSH
設定情報の漏えいや設定変更
保存情報の漏えい
設定情報の漏えいや設定変更
撮影情報の漏えい
設定情報の漏えいや設定変更
会議内容の漏えい
Telnet/SSH
設定情報の漏えいや設定変更
DNS
DoS攻撃の踏み台
NTP
保存情報の漏えい
Telnet/SSH 設定情報の漏えいや設定変更
撮影情報の漏えい
設定情報の漏えいや設定変更
保存情報の漏えい
設定情報の漏えいや設定変更
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1.2. IoT 機器の問題と脅威
IoT 機器の多くは、購入してすぐ利用できるように設定されて出荷されているため、初
期設定でログイン認証が設定されていない場合や利用しない不要な機能が有効となってい
る場合があることを、認識していない管理者も多い。さらに、その機器をファイアウォー
ルなどで保護せずに初期設定のままインターネットに接続することで、購入者だけでなく
インターネット利用者からもアクセス可能な状態となり、セキュリティ事故が発生する可
能性がある。
以下に IoT 機器を初期設定のままインターネットに接続することによって生じる脅威を
示す。


不正アクセスや機密情報の漏えい
複合機など機器の多くは、ウェブサーバーを内蔵し、ウェブインターフェースに
より、トナーの残量確認やスキャナーで読み取ったデータを取り出すなどの管理機
能を有している。管理機能へのアクセスは、ID・パスワードによる認証により制限
している。しかし、認証機能が無効な状態やパスワードが工場出荷時の状態のまま
で導入・設置すると、攻撃者に不正アクセスを許してしまい、電子データが持ち出
されることが想定される。中でも複合機内に個人情報や業務機密を含む電子データ
が保存されていた場合、重大な情報漏えい事故に発展してしまう。
また、多くのウェブカメラやテレビ会議システムには、ブラウザで映像を確認で
きる機能が内在している。インターネットからのアクセスを制限していないネット
ワークにこれらの機器を配置することで、遠隔からのアクセスを許してしまい、在
席状況や会議の内容が外部に漏れる危険性がある。問題を引き起す要因の根底に
は、機器にウェブサーバーが搭載されているなどの仕様に、管理者や利用者が気づ
いていないため、その仕様に起因する脅威に認識が及ばないことが挙げられる。
（実際に発生した事例）
2013 年 11 月、日本国内の複数の大学の複合機のスキャナーや FAX で読み取っ
た情報が、インターネット上で誰でも閲覧できる状態で公開されていることを一部
の報道機関が報じた。公開されていた情報には個人情報を含む機密性の高い情報も
含まれていた。
また、2016 年 1 月にも複数の学術関係機関において、セキュリティ対策が不十
分であったことが原因で複合機やプリンターに蓄積されていたデータが外部から丸
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見えの状態になっていることが報告されている。本報告を受けて、IPA でも注意喚
起を促している6。


設定情報の変更
ブロードバンドルーターをはじめとしたネットワーク機器やウェブカメラなどの
機器には画面やキーボードが無いため、ウェブインターフェースによって PC から
設定変更が行える機能も備えている。攻撃者は、パスワード推測や辞書攻撃等によ
り不正ログインすることで、設定変更を試みる。企業のネットワーク機器が攻撃に
遭った場合、不正なルーティング設定により利用者を攻撃者が用意したサーバーに
誘導することなども可能になる。
（実際に発生した事例）
2015 年 5 月にサイバーセキュリティ企業 Incapsula が公開したレポートによる
と、SOHO 向けのルーターを乗っ取り、DDoS 攻撃が行われていることを報告して
いる。攻撃を行っているルーターに対するディフォルトのパスワードの変更や暗号
化することといった基本的なセキュリティ対策を怠ったことが被害を拡大している
7。



攻撃の踏み台
一部の IoT 機器では、DNS8や NTP9などのサービスが起動している。これらのサ
ーバー機能が攻撃の踏み台に悪用され、サービス妨害攻撃に加担させられる可能性
がある。また、複合機などのメール送信機能を有した機器は、スパムメール送信の
踏み台に悪用される可能性もある。
（実際に発生した事例）
2015 年に藤沢市の NPO 法人が不正アクセスを受けて、スパムメール送信の踏み
台に悪用されていることが判明した。本サイトで用いている Joomla!(コンテンツマ
ネージメントシステム)と PHP の既知の脆弱性を突き、不正アクセスが行われ、約
60 万通のスパムメールが送信されていた10。

6【注意喚起】インターネットに接続する複合機等のオフィス機器の再点検を！

https://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20160106-printer.html
7 SOHO 向けルーターが大規模 DDoS 攻撃の踏み台に--セキュリティ企業が報告
http://japan.zdnet.com/article/35064561/
8 Domain Name System (DNS) はドメイン名と IP アドレスとの関連付けに用いられるサービス
9 Network Time Protocol (NTP) は機器内の時計を正しい時刻に設定するために用いられるサービス
10 「Joomla!」脆弱性を突かれスパム送信の踏み台に
http://www.security-next.com/066075
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2. インターネット接続機器検索サービス
SHODAN
IoT 機器に先立ち、オフィス機器は 2000 年代前半ごろからネットワーク対応機種の普
及が始まり、インターネットの普及も伴って、不用意にインターネットに接続されるオフ
ィス機器の数が年々増加している。この様な状況の中、2009 年に SHODAN というイン
ターネットに接続している機器の検索サービスが登場した。本章では、登場以来注目され
続けている SHODAN について解説する。

2.1. SHODAN とは
SHODAN は、2009 年に John Matherly 氏によって開発された検索エンジンである。
SHODAN には、ウェブサーバーだけでなく、オフィス機器、情報家電、信号機や発電所
の制御機器なども含めて、インターネット接続されているさまざまな機器の情報がデータ
ベースに格納されており、利用者はその機器の情報をウェブで検索できる。

図 2-1：SHODAN のトップページ
実際に SHODAN を使用すると、認証が弱い機器や古いバージョンのまま運用されてい
る機器など、セキュリティに問題がある機器を見つけることができる。昨今の研究者によ
る発表や報道では、攻撃の足がかりにされる SHODAN の存在は深刻な脅威であるという
声が大きい。しかし、SHODAN の存在有無に関わらず、適切にネットワークで保護して
いれば、被害が発生することはない。逆に組織内システムのチェックに SHODAN を用い
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ることで、不適切な設定をしている機器を外部から発見し、早期に問題点に対処すること
で攻撃の糸口を断ち切ることができる。

2.2. SHODAN の仕組み
SHODAN は、ポートスキャン11とバナー12の調査により、インターネットに接続されて
いる機器情報を収集して公開しているウェブサイトである。以下の流れで情報が収集され
公開される。


SHODAN の情報収集の流れ
① インターネット上のあらゆる IP アドレスとポート番号を推測して接続要求を
次々に送信（クローリング）
② 存在するサーバーから応答メッセージ（バナー）を受信
③ 応答メッセージ（バナー）からサーバーや機器の付加情報を抽出
④ データベースに情報を保存
⑤ 情報検索機能を備えたウェブサービスで公開

研究者

テレビ会議システム

攻撃者

ハードディスクレコーダー

管理者

デジタル液晶テレビ

攻撃者

複合機
インターネット上の機器

SHODAN

SHODAN利用者

図 2-2：SHODAN の情報収集と公開のイメージ
ポートスキャンにより、インターネットに接続されている機器を発見する場合、闇雲に
リクエストを送信する必要があるため効率が悪い。また、大量にスキャンするには、ツー
ルやプログラムによって自動化する必要があり、ある程度の技術が必要となる。一方で、

11
12

サーバーへ手当たり次第アクセスを試みてそれに応答する機器をあぶりだす古典的な手法である
サーバーからの応答に含まれる情報であり、サービスや製品などを特定できるデータである
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SHODAN を利用すれば、自身でポートスキャンを行わなくても、不用意に公開された機
器を、ブラウザを使って容易に発見することができる。

2.3. SHODAN で検索可能な情報
SHODAN では、取得したデータに位置情報などを付加して保存しており、SHODAN
の利用者は、表 2-1 で示すような情報に対して、多様な検索オプションや API などを用い
て、高度な検索を行うことが可能となっている。最近では、生産制御システムに関して専
用のページを公開し、情報の提供を始めている13。一部の機能を利用するには、無料のユ
ーザー登録をしてからログインする必要がある。また、有償アカウントや有償オプション
（アドオン）を購入することで、検索範囲の上限を緩和するなど更に多くの機能を有効に
することができる。


検索対象
検索対象の情報は、IP アドレスとバナーを元に調査した情報が格納されている。
表 2-1：SHODAN で検索可能な情報
＃

検索対象

補足

1 IPアドレス
2 ホスト名

FQDN（完全修飾ドメイン名）

3 ドメイン保有者情報

Whoisコマンド(インターネット上でのドメイン名やIPアド
レスなど検索するためのコマンド)の結果

4 位置情報

国名
都市名
緯度・経度

5 ポート番号

プロトコル名

6 OS
7 バナー情報

バナーに含まれる特長的な文字列
（製品名やバージョン情報、
デフォルトパスワードの使用や匿名接続可能など）

8 SHODANへの登録日

指定した日より前や後に登録された機器を検索可

上記のうち、バナー情報が SHODAN にとって重要な意味を持っている。一般的に、機
器のバナー情報には、機器やサービスなどに関する多くの情報が含まれており、機器やサ
ービスおよびその状態によってバナーの内容が異なる。インターネット上をスキャンして

13

https://www.shodan.io/explore/category/industrial-control-systems
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得られたバナー情報を、SHODAN を用いて検索できることが、セキュリティに問題があ
る機器を発見できる仕掛けとなっている。以下に実際に検索した結果を例示する。


検索結果に表示されるバナーの例
 バナーにデフォルトパスワードが表示されている例
バナーには機器やサービスの情報が表示される。図 2-3 は、SHODAN の検索結
果にネットワーク機器のバナーが表示された例である。特定の機器のバナーには、
Telnet とウェブサービス（HTTP、HTTPS）が有効であることや、その初期ユーザ
ー名「admin」と初期パスワード「password」が表示されている。この内容は管理
者に向けたバナー情報であるが、バナー情報は誰でも閲覧できるため、結果として
攻撃者にもパスワードが知られかねない。これは一例であり、他にも同様に、バナ
ー情報によって攻撃者にヒントを与えてしまう機器が多数存在する。

IP アドレス
バナー情報

SHODAN への登録日

ユーザー名と初期パスワード
図 2-3：バナーにデフォルトパスワードが記載されている例
上記の通り、SHODAN は、インターネット上の機器が応答するバナー情報を収集して
検索できるようにしたウェブサービスである。これはインターネット技術を応用したサー
ビスであるため、SHODAN でなくても技術力があれば実現可能であることを理解しなけ
ればならない。ネットワーク管理者は、SHODAN の存在やその悪用の可能性を問題視す
るよりも、逆に SHODAN を自組織の機器の確認に活用することが望ましい。
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3. SHODAN を使用した自組織内の確認
前章までで解説した通り、管理者は SHODAN を用いることで、意図して公開している
以外の機器がインターネット上に公開されていないか容易に確認することができる。
本章では、SHODAN の利用方法と SHODAN を使った自組織のネットワーク環境の検
査について、ドメイン名と IP アドレスの 2 種類の検索方法を使った手順について紹介す
る。また、ユーザーアカウントを作成することにより、より柔軟に検索することが可能に
なるため、利用方法に先立ち、アカウントの作成についても紹介する。


SHODAN のユーザー登録(アカウントの作成)
① SHODAN のトップページにアクセスする。
https://www.shodan.io/

図 3-1：ブラウザの入力バー
② 画面右上の”Login or Register” ボタンをクリックする。

図 3-2：アカウント作成画面(1)
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③ 画面右上の”Create an Account” ボタンをクリックする。

図 3-3：アカウント作成画面(2)
④ User name(ログイン ID)、E-mail、Password、Password Confirmation(確認
用)を入力する。

図 3-4：アカウント作成画面(3)
⑤ “Terms of Use” ならびに “Privacy Policy” の内容を確認し、”I Accept. Create
my Account” のボタンをクリックする。
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⑥ ④にて記載した E-mail アドレス宛にアカウント作成確認用のメールが送信さ
れるので、メールに記載されている URL をダブルクリックする。

図 3-5：アカウント作成確認メール例
本手順に則りユーザーアカウントを作成せずに、すでに所有している Facebook、
Google、Microsoft の Windows Live ならびに Twitter のアカウントを活用し、ロ
グインすることも可能である。


SHODAN の利用方法
① SHODAN のトップページよりログインする。

図 3-6：SHODAN のトップページ
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② “Username” ならびに “Password” を入力し、”Log in” ボタンをクリックす
る。

図 3-7：ログイン画面
③ ログイン後、画面上部の検索フォームに検索文字列を入力し、Search ボタン
(虫眼鏡ボタン)をクリックする。

図 3-8：検索フォーム
④ 検索結果が表示される。
⑤ 表示結果と把握管理している機器情報(管理リストなど)と差異がないか、把握
外の機器がないか、利用していないサービスが公開されているかなど設定に不
備がないか確認する。
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SHODAN による検索例
SHODAN は表 2-2 に記載した項目によってフィルターすることができる。
例 1 東京にある apache サーバー
入力書式

apache city:Tokyo

例 2 日本で登録されている機器
入力書式

country:jp

例 3 特定のサブネット
入力書式


net:162.159.244.0/24

利用例 1：ドメインによる検索（IPA のドメインを検索した例）
① SHODAN の検索フォームに自組織のドメイン「hostname:ipa.go.jp」と入力
し、Search ボタン(虫眼鏡ボタン)をクリックする。

図 3-9：
「hostname:ipa.go.jp」と入力

② 以下の検索結果が表示される。

IP アドレス

バナー情報

22 件ヒット

SHODAN への登録日

図 3-10：
「hostname:ipa.go.jp」検索結果の一部
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③ 検索結果から自身が管理している機器の情報を確認する。
確認の結果、22 件14のインターネット接続機器の情報が得られた。バナー情報
にオフィス機器と特定できる情報が確認できなかったため、オフィス機器が不
適切に公開されていないと判断できる。

 利用例 2：IP アドレスによる検索（IP アドレス「162.159.244.38」を検索した
例）
① 画面上部の検索フォームに検査したいインターネットの IP アドレス
「net:162.159.244.38」と入力し、Search ボタン(虫眼鏡ボタン)をクリックす
る。
もし自組織のインターネットの IP アドレス（グローバル IP アドレス）が不
明である場合、契約しているインターネットサービスプロバイダ（ISP）への
問い合わせや、接続元 IP アドレスが確認できるウェブサービスを利用するこ
とで確認できる。

図 3-11：
「net:162.159.244.38」と入力
「net:162.159.244.0/24」のように検索文字列はネットワークアドレス帯域
を指定することができる。このように検索することで管理している IP アドレ
ス帯を検索することもでき、その結果、意図して公開している以外の機器が見
つかる場合もある。
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検索結果は日々変動しているため、必ずしも例示した結果と一致するものではない。
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② 検索結果が表示される。

8 件ヒット

3 件ヒット
IP アドレスごとのサービス一覧へのリンク

図 3-12：
「net:162.159.244.38」検索結果の一部
③ 検索結果の情報を確認する。
検索結果に表示された 8 件はウェブサーバーであり、検索結果からオフィス
機器は見つからなかった。
（補足：この利用例で入力した「162.159.244.38」は
SHODAN の IP アドレス。）
なお、SHODAN にログインしている場合、検索結果に表示されるリンクを
クリックすることで、同じ IP アドレスのサーバー上で他に複数のサービスが
提供されていないか一覧で確認することができる。
以上が SHODAN を使用した自組織のインターネット接続サーバーや検査手順である。
この手順により、自組織がインターネット側からどう見えているかを確認することができ
る。上記の例では問題が発見されなかったが、検索結果に自組織の把握管理している以外
の機器が表示された場合、あるいは利用しない機能が公開されていた場合、管理方法や機
器の設定を見直し、必要に応じて対策する必要がある。
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4. インターネット接続機器検索サービス Censys
2015 年 10 月に Censys と呼ばれる検索エンジンが開発された。本サービスは前述の
SHODAN に類似したシステムである。本章において、Censys の概要について解説す
る。

4.1. Censys とは
Censys は 2015 年 10 月にミシガン大学の研究者によって開発された検索エンジンであ
り、利用者がインターネットに接続されているシステムの脆弱性を見つける支援をする機
能を有している。Censys はインターネット上に接続された IPv4 アドレスのホストをス
キャンし、収集したデータを加工し、DB に格納している。利用者は Censys の DB に対
して全文検索やクエリー検索を行うことができる。Censys を活用することによって家庭
用ルーターやモデムメーカが同一の暗号キーを繰り返し再利用していることを見つけるこ
とができたという報告がある15。

4.2. Censys の仕組み
Censys は、ZMap と呼ばれるネットワークスキャナーを用いて、毎日 40 億以上の
IPv4 のホストや WEB サイトをスキャンし、新しい情報に更新している。ZMap によって
収集されたデータは ZGrab というライブラリーによって、プロトコルを解析し、構造化
データに加工される。構造化されたデータはデータベースに格納される。Censys による
情報収集の方法は SHODAN と同様であるが、Censys が用いている ZMap はスキャン
時間を高速化したネットワークスキャナーで IPv4 アドレス空間すべてを 45 分間でスキ
ャンすることが可能である16。

T. Simonite, A Search Engine for the Internet’s Dirty Secrets. MIT Technology Review, Dec. 4th,
2015.
https://www.technologyreview.com/s/544191/a-search-engine-for-the-internets-dirty-secrets/
16 Z. Durumeric, E. Wustrow, J. A. Halderman, ZMap: Fast Internet-Wide Scanning and its Security
Applications. Proceedings of the 22nd USENIX Security Symposium, Aug. 2013.
https://zmap.io/paper.pdf
15
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4.3. Censys で検索可能な情報
Censys も SHODAN 同様、取得したデータに情報を付加し、データベースに格納して
いる。検索可能な情報もほぼ同様である。検索は全文検索以外にクエリー検索も可能であ
り、加工する前の生データや API も公開している。Censys はユーザーアカウントを作ら
ずに検索することも可能であるが、アカウントがないユーザーは検索回数が 1 日 4 回まで
に制限されている。1 日に 5 回以上検索する場合はアカウントを作成する必要がある。


利用例：ドメインによる検索（IPA のドメインを検索した例）

以下に、Censys を用いた検索例を記す。
① Censys の検索フォームに自組織のドメイン「ipa.go.jp」と入力し、Search ボタン
をクリックする。SHODAN と異なり、”hostname:” の文字は不要で、検索したい
文字列を直接入力できる。

図 4-1：
「ipa.go.jp」と入力
② Search ボタンを押すと、
IPv4 Hosts
Websites
Certificates
と表示される。ここでは、”IPv4 Hosts” を選択する。”IPv4 Hosts”を選択すると、
IPv4 のアドレス空間すべてから “ipa.go.jp” を含むサイトが抽出される。”Websites”
を選択すると、Alexa Internet 社 によって調査された上位 100 万サイトか
ら”ipa.go.jp”を含むサイトが抽出され、”Certificates” を選択すると、X.509 の認証
を取得しているサイトから”ipa.go.jp”を含むサイトが抽出される。
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図 4-2：検索範囲の選択
③ 以下の検索結果が表示される。

“Tools” をクリック
すると、地図やサ

検索結果が 8 件と

マリーが表示され

表示される。

る

図 4-3：検索結果
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④ “ipa.go.jp” を検索した結果、IPA のサイトで直接ヒットすることはなかった。そこ
で、SHODAN の検索結果から得た IP アドレスで検索を行うと以下の検索結果が表
示された。

図 4-4：IPA の検索結果
⑤ “Details”をクリックすると詳細情報が表示される。

図 4-5：Censys による検索結果(詳細情報)
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Censys による検索は Meta データ内に該当するキーワードが存在しない場合、ヒ
ットしない。よって、IPA のサイトであっても、ドメインによる検索でヒットしな
いことが起こりうる。

4.4. SHODAN と Censys の簡易比較
前節にて紹介した SHODAN と Censys との検索結果の比較を表 4-1 ならびに 4-2 に
示す。表 4-1 は代表的なプロトコル別に SHODAN と Censys の比較を行った。検索に当
たっては、ポート番号による検索を行っている。表 4-1 に示す通り、SHODAN に登録さ
れている機器うち約 5 百万台が日本国内に存在する機器である。表 4-2 は実際 IoT 機器と
して想定される機器別に機能ごとの接続台数の比較を行った。表 4-2 を見ると、日本国内
で登録されているサーバー数は SHODAN が Censys を上回っているが、個別機能に関し
ては Censys のヒット数が SHODAN の結果を上回っている。これは、Censys は同一サ
ーバーに複数の機能を有する場合、各々でヒット(カウント)するためであると推定され
る。
SHODAN はキーワード検索に加え、生産制御システムや WEB カメラ等特定の機器、
サービスに特化した情報の提供を始めている。検索したい対象が SHODAN に登録されて
いれば、容易に検索することが可能となる。また必要なポートに関して、要望を出すこと
により、調査対象のポートを増やす予定もある17。
表 4-1：SHODAN ならびに Censys に登録されている日本の機器の台数[ポートごと]
(2016/5/13 時点、サーバーや PC を含む)
台数
SHODAN
日本として登録されている機器

3,507,766

ポート番号 80 番(HTTP)

1,063,219

1,930,509

ポート番号 25 番(SMTP)

27,174

1,311,075

ポート番号 21 番(FTP)

347,838

761,328

ポート番号 8080 番(HTTP)

172,375

ポート番号 53 番(DNS)

133,627

ポート番号 123 番(NTP)

82,507

対象外

ポート番号 137 番(NetBIOS)

35,212

対象外

4,154

対象外

ポート番号 445 番(SMB)

17

5,324,092

Censys

対象外
568,852

https://shodanio.wordpress.com/2015/02/09/why-control-systems-are-on-the-internet/
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表 4-2：SHODAN ならびに Censys に登録されている日本の機器の台数[機能ごと]
(2016/5/13 時点、サーバーや PC を含む)
機器がもつサーバー機能※
メール機能

DNS/NTP 機能

情報漏えい

攻撃の踏み台

攻撃の踏み台

○

○

○

ウェブ機能

ファイル
共有機能

主要な脅威・リスク

情報漏えい
設定情報の変更

機器
①

複合機
(プリンター、スキャナー、FAX)

②

ネットワーク対応ハードディスク

○

○

○

③

カメラ(IP カメラ、WEB カメラ)

○

○

○

④

テレビ会議システム

○

⑤

ブロードバンドルーター

○

○

デバイスサーバー

○

○

○

○

⑥

○

○

(USB サーバー、プリンターサーバー)
⑦

デジタル液晶テレビ
ブルーレイディスクレコーダー
ハードディスクレコーダー
使用プロトコル

HTTP

ポート番号

80, 8080

SHODAN に登録されている機器台数
Censys に登録されている機器台数

FTP/SMB/

SMTP

DNS/NTP

21, 137, 445

25

53, 123

1,235,594

387,204

27,174

216,134

1,930,509

761,328

1,311,075

568,852

NetBIOS

※上記の機器を持たない機種も存在します。

一部の機能が有料な SHODAN に対して、Censys は全ての機能を無料で使うことがで
きる。また検索に際して、SHODAN は若干のルール(3 節”SHODAN による検索例”参照)
が必要であるのに対して、Censys はキーワード検索が可能である。反面、事前に
Censys にて決められたポート番号のみが対象となり、例えば、HTTP(ポート番号 8080
番)を検索することができない。
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5. 実施すべき対策
IoT 機器のセキュリティ対策は、攻撃者が SHODAN や Censys 等を検索して外部から
アクセスしてくることを意識して、以下に示す 3 つの対策を行うことが重要である。自組
織の運用管理の参考にしていただきたい。
(1) 管理の明確化
ネットワーク管理者がインターネット接続機器を統括して把握できるように、下記の
対応を実施する。


IoT 機器のネットワーク接続に関して、ルールを定め、内部に周知させる。



IoT 機器の管理者を明確する。



SHODAN や Censys ならびにペネトレーションツールの活用などによって、
定期的にネットワークを外部から検査し、意図して公開している以外の機器が
接続されていないことを確認する。

(2) ネットワークによる保護
外部からの不正アクセスやリモートからの内部攻撃に備え、不正から防御できるよう
に下記のようなネットワーク構成を行う。


必要性がない場合は、IoT 機器を外部ネットワーク（インターネット）に接続
しない。



外部ネットワークと IoT 機器を接続する場合には、原則ファイアウォールやブ
ロードバンドルーターを経由させ、許可した通信だけに限定する。



ネットワークセグメントを適切に分離し、管理機能へのアクセスを制限する。
又は、アクセス元の IP アドレスを限定し、管理機能へのアクセスを制限す
る。

(3) IoT 機器の適切な設定
IoT 機器をネットワークに接続する前にマニュアルを読み、以下を確認して工場出荷
時の設定から適切な設定に変更する。


使用しない機能をオフにする。



管理者用アカウント／パスワードを工場出荷時から変更する。



ソフトウェアのアップデート（機器の製品ページを確認し、ソフトウェアを最
新の状態に更新する）
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図 4-1：IoT 機器のセキュリティ対策(例：オフィス機器)
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6. おわりに
本書では、オフィス機器を始めとした IoT 機器のインターネット接続に伴うセキュリテ
ィ脅威や SHODAN ならびに Censys を使用した検査手順について紹介した。近年、ネッ
トワーク接続を伴う機器は増加傾向にあり、ネットワーク管理者は、オフィス機器をはじ
めとしたインターネットに接続できる機能を有する IoT 機器の機能構造や、ネットワーク
に接続することにより発生する脅威を理解した上で、対策に繋げることが重要である。ま
た、サーバーやさまざまな機器の入替えにより、ネットワーク環境は随時変化していく。
そのため、定期的に SHODAN や Censys ならびにペネトレーションツール等を使い、対
策状況を外部からチェックすることも必要である。

最後に、本書が組織システムや今後益々増加する IoT 機器、更には本来ネットワークに
接続されていないことを前提としている制御システム等の検査に活用され、セキュリティ
強化の一助になることを期待している。
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IPA テクニカルウォッチ

「増加するインターネット接続機器の不適切な情報公開とその対策」
～ あなたのシステムや機器が見られているかもしれない ～
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