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はじめに （Executive Summary）
ウェブサイトは、個人・企業による情報発信（ブログ、企業案内等）や商取引（オークショ
ン、通信販売等）など、様々な形態で利用されている。このような情報社会において、情報発信
や商取引のためにウェブサイトを頻繁に更新することが多くなった。しかし、従来のウェブサイ
ト管理手法では、膨大なコンテンツを管理するには煩雑である。そこで、注目されたのが、
CMS（Content Management System）である。CMS を用いると、ウェブサイトのコンテンツ
作成・更新・管理が容易であるため、相当普及が進んでいると考えられる。
一方で、CMS で構築されたウェブサイトを標的とした攻撃が、CMS の普及とともに表面化し
ており、日本国内でも被害が多発している。攻撃者は、管理画面に不正アクセスを試みたり、ウ
ェブサイトの脆弱性や不備を悪用して攻撃したりする。
CMS で構築されたウェブサイトへの攻撃の特徴は、CMS 及び CMS の拡張機能（プラグイ
ン、テーマ）の脆弱性が狙われることにある 1。これらの脆弱性が狙われる原因として 2 点挙げ
られる。1 点目は、CMS の拡張機能を開発する開発者の安全性への配慮が不十分な結果、脆弱
性が作りこまれてしまうことである。実際、IPA の情報セキュリティ早期警戒パートナーシップ
においても、CMS の拡張機能の脆弱性は届出されている。2 点目は、ウェブサイト運営者が利
用している CMS、CMS の拡張機能の修正パッチを適用しない、またはできないといった事情か
ら、脆弱性が残存することである 2。その結果として、ウェブサイト改ざんや情報漏えい等の被
害が生じ、事業の中断による売上の低下やブランドの毀損を招くことになる。
拡張機能を含めた CMS を用いて作成されたウェブサイトは、一旦運用を開始するとその運用
を止めない限り、一般的なソフトウェアと同様にアップデートが必要である。また、CMS は
OSS（オープンソースソフトウェア）が多いため、OSS の特性を理解したうえで CMS の使用を
判断しないと、運用フェーズにおいて安全の確保が困難になる場合があることを認識してほし
い。
本テクニカルウォッチでは、


CMS の機能概要



攻撃者に狙われるポイントと対策の紹介



安全確保のためのウェブサイト管理のあり方

を解説している。本書をウェブサイト管理の一助とし、安全なウェブサイト運営のみならず事業
継続の観点で役立ててもらいたい。
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「Islamic State（ISIS）
」と称する者によるウェブサイト改ざんに係る注意喚起について：
http://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/20150312.pdf
WordPress や Movable Type の古いバージョンを利用しているウェブサイトへの注意喚起：
https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20130913.html
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対象読者
ウェブサイトの運営者を主な対象と位置づけている。また、ウェブサイトの構築から運用まで
が本テクニカルウォッチの対象範囲である。

本テクニカルウォッチで取り上げる CMS
代表的な CMS の例として「WordPress 3」
、
「Movable Type 4」
、
「Drupal 5」
、
「Joomla! 6」をと
り挙げる。

CMS 名

ライセンス形態

説明

(開発元)
WordPress

GPL 7

国内外で半数のシェアを誇る CMS（「1.2 CMS の導入
状況」参照）。ブログ用ソフトウェアをベースにしてい

（WordPress.org）

るため、時系列のコンテンツ管理を基本にしており、個
人での利用も目立つ。非常に多くの拡張機能が用意さ
れている。

Movable Type

有償・無償

内のウェブサイトで多く利用されている。商用以外の

ト株式会社）

利用は、無償。
GPL 9

（Joomla.org）

多言語化機能を持つため、近年、グローバル企業を中心
に利用が増えている。また、コンテンツ管理の柔軟性に

（Drupal.org）
Joomla!

国産の CMS。ブログ用ソフトウェアをベースにしてい
るため、時系列のコンテンツ管理を基本にしている。国

（シックス・アパー

Drupal

8

も優れている。
GPL 10

拡張機能なしでも会員向けのサイトやポータルサイト
を構築できるため、海外で多く使用されている。
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WordPress：https://wordpress.org/
Movable Type：http://www.sixapart.jp/
5
Drupal：https://www.drupal.org/
6
Joomla! ：https://www.joomla.org/
7
WordPress のライセンス形態：https://wordpress.org/about/license/
8
Movable Type のライセンス形態：http://www.sixapart.jp/movabletype/license/
9
Drupal のライセンス形態：https://www.drupal.org/about/licensing
10
Joomla! のライセンス形態：https://www.joomla.org/about-joomla.html
4
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1. CMS とは
本章では、CMS の概要と機能、利用状況を説明する。
CMS は、インターネット上もしくはイントラネット上のウェブサイトのコンテンツ（ウェブペ
ージ、テキストや画像など。以下コンテンツと略す）を「統合的」に管理し、ウェブサイトを構築
するシステムを指す。
CMS の特長は、
「ウェブサイト制作に関する知識や技術のないユーザーでも、コンテンツの作
成・更新や、公開・非公開の管理が容易に可能なこと」である。一般的なウェブサイトは、HTML
の仕組みを理解した上で、コンテンツを作成する。そのため、企業・組織では、デザインを含め
HTML の仕組みを理解した専門の担当者を配置する必要があり、ウェブサイトの管理も大変であ
る。これに対して、CMS を導入することで、HTML 等の技術的な仕組みを理解していなくてもウ
ェブサイトを作成でき、ウェブページの作成・管理が容易であるため、普及が進んだと考えられ
る。

1.1. CMS の機能
CMS は、アプリケーション本体（CMS コア部）と設定ファイルやアップロードファイル、
拡張機能といったものが、ウェブサーバー及びデータベース上に構成されている（図 1-1-1）
。
これらの構成で CMS を動作させるには、管理画面で様々な機能を設定する必要がある。代表的
な 3 つの機能に関して説明する。

管理画面

DB

ウェブサーバー データベースサーバー

図 1-1-1 CMS の内部構造イメージ
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■

管理機能
CMS には、コンテンツを統合的に管理する画面が用意されている（図 1-1-2）
。管理画面で

は、コンテンツ管理、ユーザー管理、拡張機能管理、アップロードファイル管理などの機能が
ある。一例として、コンテンツ管理のウェブページ作成機能について紹介する。従来ならば、
サーバーのディレクトリやファイルの位置関係を HTML で記載し、作成したファイルをサーバ
ー上の正しい位置に設置（アップロード）しなれければならなかった。CMS では、管理画面上
でウェブページを一元管理でき、その関係性の理解や作業を簡略化できる。また、一部の CMS
ではユーザーが HTML を記載しなくても、文章作成ソフトで文書を作成する感覚でウェブペー
ジを作成することが可能である（図 1-1-3）。

図 1-1-2 CMS（Drupal）の管理画面

図 1-1-3 CMS（Joomla! ）の編集画面（左：文章作成ソフトのように、HTML を意識せずに
ページを作成。 右：左図の内容が自動的に HTML として生成される）

■

ユーザーグループの種類と権限

CMS は複数ユーザーによる利用を想定し、あらかじめ権限を制限したユーザーグループ（権限
グループ）を用意している。WordPress の場合、標準で 6 つのユーザーグループがある。表 1-11 はそのうち 5 つのユーザーグループとそれぞれに対応した権限を示したものである。
5

表 1-1-1 WordPress におけるユーザーグループとその権限（一部記載 11）
権限の項目
管理者
拡張機能の編集・ 追加・ 削除・ 有効化・ 無効化
〇
ユーザの追加・ 削除
〇
設定の変更
〇
Wor dPr essのア ッ プ デート
〇
カ テ ゴ リ ーの管理
〇
リ ン ク の管理
〇
固定ページ の追加・ 編集・ 削除
〇
他のユーザの投稿の編集・ 削除
〇
投稿の公開・ 編集・ 削除
〇
フ ァ イ ルア ッ プ ロ ード
〇
投稿の新規作成
〇
閲覧
〇

■

編集者

投稿者

寄稿者

閲覧者

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇

拡張機能

ウェブサイトは CMS の拡張機能を使わなくても構築・運営は可能である。しかし、CMS だけ
では、最低限の機能しか用意されてないものが多い。そのため、CMS の拡張機能であるプラグイ
ン（モジュール）とテーマ（テンプレート）という部品を使うことで、必要に応じた機能を追加
することができる（図 1-1-4）
。また、拡張機能は有償、無償で様々な種類が提供されており、例
えば WordPress の場合、WordPress.org から提供されている数は 4.6 万種類にも上る 12。ちなみ
に拡張機能は開発者だけでなくウェブサイト運営者自身でも自由に作成することができる。


プラグイン（モジュール）
CMS の機能を拡張することが出来るものを総じてプラグインと呼ぶ。例えば、初期状態
ではシンプルなウェブサイトを構築する機能しか持ち合わせていない CMS に、ショッピ
ングカート機能を追加するプラグインを利用することで、EC サイトを構築することが可能
となる。他にも SEO 13やスマートフォンにあわせた表示の切り替えなど様々な種類がある。
CMS によっては、モジュールなどと呼ぶ場合もある。



テーマ（テンプレート）
ウェブサイトのレイアウトや表示内容、配色を変更できるものをテーマ（テンプレート）
と呼ぶ。いわゆるウェブサイトを着せ替えするためのソフトウェアである。

11

https://en.support.wordpress.com/user-roles/ 及び https://wpdocs.osdn.jp/ユーザーの種類と権限 を元
に作成
12
WordPress.org で紹介しているプラグイン：https://wordpress.org/plugins/
13
「Search Engine Optimization」の略。検索エンジンの検索結果でより上位に表示されるように最適化するこ
とをさす。
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図 1-1-4 拡張機能導入のイメージ
ウェブサイトは、利用状況の変化や技術トレンドに合わせてサイトの内容を変更することが想
定される。それらに迅速に対応するには、ウェブページの作成・更新作業が柔軟にできる方法が
求められる。CMS は、コンテンツ作成や更新作業の容易さに加え、ウェブサイト運営者がプラグ
インやテーマを用いることで柔軟に機能を追加できる。

1.2.

CMS の導入状況

現在、国内外において様々な CMS がリリースされている。ブログのように時系列をベースし
たものから、EC サイト構築に特化したもの、会員向けポータルサイト構築に特化したものなど
多種多様である。
ウェブサイトで使用される CMS の世界シェア調査結果 14によると、
「WordPress」を使用して
構築しているウェブサイトが 59.2% となっている（図 1-2-1）
。これによると、
「WordPress」、
「Drupal」
、
「Joomla!」という OSS 15 の CMS が全体の 7 割となっている。人気の CMS となる
と、書籍やウェブサイトでも解説されており、OSS であっても新規利用のハードルが低く導入が
しやすい。また、問題が生じた場合も意見交換が活発な大きなコミュニティで問い合わせできる
という点がメリットと捉えられている。

14
15

http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all 2016/3/25 時点のデータ
OSS（Open Source Software）
：ソフトウェアの設計内容を一般に公開し、誰もが自由にコードを利用できる
ようにすることを指す概念の元、開発・提供されるソフトウェアは、利用形態まで含めれば、利用者が一定の
条件のもとで、自由にソースコードを利用・複写・改変・再頒布できる

7

WordPress

29.7%

Movable Type
Drupal

59.2%

6.1%

Joomla!
その他

4.9%
0.1%

図 1-2-1 W3Techs 16の CMS のシェアに関するデータを IPA にて作図

コラム 「国内 EC サイト事情」
国内の EC サイトは「電子商店街（サイバーモール）」と呼ばれる形態に店舗を出店し、運営
する場合が多い。出店者はシステムの情報セキュリティに対してアップデートなどの情報セキュ
リティ対策の必要がない。しかし、
「サイバーモール」はカスタマイズに制限がかけられている
ことが多く、他の出店者との差別化を図るには、独自の EC サイトを運営するという選択肢もあ
る。
その場合には、EC サイト構築に特化した CMS や既存の CMS にプラグインを導入するという
手法がある。EC サイト構築に特化した CMS の例として「EC-CUBE」17があり、EC-CUBE の開
発元である株式会社ロックオンによると、導入数は推定 22,000 店舗以上にも及ぶという。この
他の例としてはショッピングカート機能を追加できる WordPress 用プラグイン「Welcart eCommerce」 18がある。

16

https://w3techs.com/ ウェブサイト用いられる多様な技術の利用に関する情報を調査・提供している

17

EC-CUBE：http://www.ec-cube.net/
Welcart e-Commerce：https://wordpress.org/plugins/usc-e-shop/

18
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2. CMS で構築されたウェブサイトを狙う攻撃と
対策
昨今では、CMS で構築されたウェブサイトを狙う攻撃が相次いでいる。ひとたび攻撃を受けて
しまうと、
「ウェブサイト改ざん」や「情報漏えい」といった被害に遭い、大きな損失を被る可能
性がある。ウェブサイトは、24 時間 365 日インターネット上に公開し、利用者が訪れるのを待
ち受けている。同時にそれは、どのウェブサイトがいつ攻撃を受けてもおかしくない状況を意味
している。数多く報道された攻撃から、CMS で構築されたウェブサイトが攻撃を受けた原因は、
主に次の 2 つであると考えられる。


脆弱性やウェブサイトの運用上の不備を悪用



認証ページの認証突破

2.1.

脆弱性やウェブサイトの運用上の不備を悪用

ウェブサイト上に、
「ソフトウェア（CMS や拡張機能を含む）の脆弱性」や「運用上の不備」が
あれば、攻撃によりウェブサイトの改ざんや破壊、情報漏えいが発生しうる。

2.1.1. ソフトウェアの脆弱性
情報セキュリティへの考慮が十分でない実装や、仕様または設計が誤っている場合、CMS に
も脆弱性が作りこまれることがある。事実、情報セキュリティ早期警戒パートナーシップの中で
2004 年 7 月から 2016 年の 6 月までにソフトウェア製品の脆弱性は 3,162 件届けられてい
る。

■

（1） CMS や拡張機能の脆弱性を狙った攻撃

CMS や拡張機能に脆弱性が発見されると、これらを使って構築された多くの「ウェブサイト」
が攻撃対象となってしまう（図 2-1-1）。

9

CMS・拡張機能

プログラム言語
サーバソフトウェア
ＯＳ
ウェブサイト

悪意ある第三者

図 2-1-1 CMS や拡張機能の脆弱性を狙った攻撃イメージ
図 2-1-2 は 2014 年 1 月以降 2 年間で JVN iPedia 19に登録された、CMS（WordPress、Movable
Type、Joomla!、Drupal）とその拡張機能の脆弱性対策情報を四半期毎に集計したものである。
図ではそのほとんどが拡張機能の脆弱性で占められていることがわかる。それは CMS 本体に対
し、多くの拡張機能が存在していることに起因する。その拡張機能は CMS 開発者以外でも自由に
作成できるため、時には情報セキュリティへの配慮が十分でないままリリースされてしまうこと
があると考えられる。
180
160
140
120
100
80

40
20
0

158

146

60

95
70

73

51
7
1Q
2014

3
2Q

15

17

3Q

4Q

1
1Q
2015

43

9

15

15
9

2Q

3Q

4Q

CMS本体（WordPress、Movable Type、Joomla!、Drupal）

拡張機能

図 2-1-2 JVN iPedia に登録された CMS に関する脆弱性対策情報件数
（2014 年 1 月～2015 年 12 月）

19

脆弱性対策情報データベース JVN iPedia：http://jvndb.jvn.jp/

10

図 2-1-3 は図 2-1-2 の脆弱性対策情報のうち、拡張機能のみを CVSS 基本値 20ごとに整理し
たものである。値が高くなるほど深刻な脆弱性であることを示す。ここで、いくつかの脆弱性を
例示する。

128

71

危険（CVSS基本値 7.0～10.0）
警告（CVSS基本値 4.0～6.9）
注意（CVSS基本値 0～3.9）
452

図 2-1-3 深刻度別脆弱性登録件数

① SQL インジェクション（CWE21-89）CVSS 基本値 5.1～7.5
外部の第三者により悪意のある SQL を注入され、データベースを不正に操作されてしまう脆
弱性である。そのため、データベース内の情報の閲覧・編集・削除が行われ、ウェブサイトの保
持する情報の漏えいやウェブサイト改ざんの可能性などがある。特に、CMS はデータベースを
使用するので、SQL インジェクションの脆弱性が作りこまれていた場合は、データベースに蓄積
されたデータが漏えいするなど深刻な被害に直結する可能性がある。

20

CVSS(Common Vulnerability Scoring System、共通脆弱性評価システム)：情報システムの脆弱性に対するオ
ープンで汎用的な評価手法であり、ベンダーに依存しない共通の評価方法を提供している。詳細は以下の URL
を参照。
共通脆弱性評価システム CVSS 概説
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html
21
CWE（Common Weakness Enumeration、共通脆弱性タイプ一覧）
：ソフトウェアにおける脆弱性の種類を
識別するための共通基準。詳細は以下の URL を参照。
共通脆弱性タイプ一覧 CWE 概説
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CWE.html
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ＳＱＬ

HTTP

ＳＱＬ

HTTP

図 2-1-4 SQL インジェクションの攻撃イメージ
② クロスサイト・リクエスト・フォージェリ（CWE-352）CVSS 基本値 2.6～6.8
攻撃者が用意したウェブサイトに、ユーザーを誘導することで、ユーザーの意図しない操作を
させることが可能となる脆弱性。意図しない操作のなかには、設定の変更やウェブページの公
開・削除等がある。例えば、CMS 管理者を攻撃者が用意したウェブサイトに誘導し、細工した
リクエストを実行させることで、攻撃者が用意したパスワードに変更させる。その後、攻撃者が
変更後のパスワードを用いて管理者になりすましてログインし、ウェブサイトを乗っ取るという
シナリオが考えられる。

図 2-1-5 クロスサイト・リクエスト・フォージェリのイメージ
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対策：


CMS および CMS の拡張機能をアップデートする



CMS の拡張機能を見直す
ウェブサイトへの攻撃者は、脆弱性対策情報が公開された直後から攻撃を試みる傾向が

ある

22

。そのため、脆弱性情報が公開された場合、できるだけ早くアップデートする必要

がある。ただし、利用しているサーバーの契約によっては、ウェブサイト運営者自身でアッ
プデートできない場合があるので、サイト構築にあたり事前に契約内容を確認しておきた
い。また、拡張機能によっては開発者から長期間アップデートされていない場合がある。
導入の時点で今後もサポートが見込まれる状態であるか見極める必要がある。

■

（2） ほかのソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃

ソフトウェアの脆弱性は、CMS や拡張機能だけに限った話ではない（図 2-1-6）
。ウェブサイ
トは、OS やサーバーソフトウェアなど必ず複数のソフトウェアで構成されている。

CMS・拡張機能

プログラム言語
サーバソフトウェア
ＯＳ
ウェブサイト

悪意ある第三者

図 2-1-6 ほかのソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃イメージ
例えば「WordPress」
、
「Drupal」
、
「Joomla!」といった CMS の場合、動作環境として、プロ
グラム言語の PHP の使用を前提としている。もしこの PHP に脆弱性が発見されると、前述の
CMS で構築したウェブサイトも攻撃される可能性がある 23。ウェブサイト運営者はサーバーに
組み込まれている全てのソフトウェアの脆弱性情報に注意する必要がある。

22

「Joomla!」の脆弱性を標的としたアクセスの観測について：
https://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/20151029.pdf
23
PHP の脆弱性を標的とした不正なアクセスの観測について：
http://www.npa.go.jp/cyberpolice/detect/pdf/20151230.pdf
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対策：


OS やそのほかのソフトウェアをアップデートする

2.1.2. 運用上の不備
運用上の不備とは、ウェブサイト運営者の不適切な運用によって、組織内部の人間しかアクセ
スできないはずの重要な情報にアクセスができてしまうことや、CMS ユーザーに不適切な権限
を付与することで、組織内で不正な行為を助長してしまうことである。

（1） ファイルの不適切な公開

■

ウェブコンテンツが CMS により容易に管理できるようになった一方で、本来インターネット
上に公開するべきではないファイルが公開されてしまっていることがある。原因は CMS の初期
セットアップ用のファイル等の残存や、不適切な権限でのアクセス設定などである（図 2-17）
。

セットアップファイル

CMS・拡張機能

プログラム言語
サーバソフトウェア
ＯＳ
ウェブサイト

悪意ある第三者

図 2-1-7 不適切に公開されているファイルを狙った攻撃イメージ

対策：

■



ファイルに適切なアクセス権を設定する



セットアップ用ファイルや設定確認ファイルの削除、もしくはアクセス権を設定する

（2） 不適切な権限付与

CMS にユーザーグループや権限管理の機能が備わっていても、管理者が適切に権限の設定をし
なければ意味がない。不適切な権限管理の例として、複数のショップを展開する EC サイト（図
2-1-8）の管理者権限を下位層のショップ C のアルバイト店員にうっかり付与させてしまった場
14

合、アルバイト店員は別のショップに対しての権限も持つこととなり、不正な行為も可能になっ
てしまう。

総合トップ

ショップA

ショップB

ショップC ショップCのアルバイト店員

図 2-1-8 適切に権限を付与できていない場合の内部不正
また、CMS の「ファイルアップロード」機能の権限を不用意に付与してしまうと、ウェブサイ
ト上にバックドア 24を作成されてしまうおそれがある。
対策：


ユーザーごとの業務遂行に必要な最適な権限を付与する



拡張子を指定するなど、アップロード可能なファイルを制限する

信頼するユーザーにしか権限を付与しないようにする、アップロードできるファイルの拡張子を
指定する、などの措置が必要である。ＣＭＳの仕様によるがアップロードディレクトリには実行
権を持たせないのが賢明である。組織の人間を信用したい気持ちは分かるが、不正が起こらない
ように運用管理において厳格な対応をとることがより望ましい。

2.2.

認証を突破

CMS の管理画面にアクセスするためには、必ず認証が必要だ。しかしこの認証を突破し、攻
撃者が不正な操作を行う場合がある。もし管理画面にアクセスされると、情報漏えいやウェブサ
イト改ざんなどの可能性がある。

■

（1） CMS 認証画面への攻撃

管理画面にアクセスされると、その権限の範囲で攻撃者は任意にウェブサイトを操作できるた
め、改ざん等も容易となる。攻撃者は管理画面にアクセスするための認証突破を、主に以下の方
法で認証画面に試みる。

24

攻撃者が秘密裏に用意した、正規の認証を使わずに、ウェブサイトのサーバー上に侵入できるプログラム。

15



パスワードリスト型攻撃 25



辞書攻撃



管理用 PC から漏えいしたアカウントの使用

パスワードリスト型攻撃は、他のウェブサイトから漏えいしたアカウント情報のリストを用い
て認証を試みる攻撃だ。一方辞書攻撃は、容易に推測できる文字列（password や 123456 な
ど）のリストを用いて認証を試みる攻撃である。
対策：


認証画面をインターネット上に公開しない



強固なパスワードを使用する



パスワードを使いまわさない 26



ログイン試行回数を制限する



認証画面を守るプラグインを導入する
IPA では実際に、前述の主要な CMS の認証画面がインターネット上で公開されてしま

っている事例を、確認している。そもそも、認証画面をインターネット上に公開する必要
があるのかを考える必要がある。認証画面をインターネット上に公開するということは、
不正ログインの機会を与えてしまっていることを意味する。契約しているサービス・サー
バーによってはインターネット上の認証画面にアクセスせざるをえないという事情も考え
られるが、そのような場合は、特定の人しかアクセスできないように、接続可能な端末 IP
アドレスを登録しておき、ホワイトリストにより接続を制限することが効果的である。そ
の他、特に認証画面を公開する理由、必要性がないと判断できる場合は、非公開設定が賢
明である。可能であれば、認証ページに対して VPN のみで接続を許可する運用にすれば
よい（図 2-2-1）
。

25

2013 年 8 月の呼びかけ：https://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/08outline.html
STOP!! パスワード使い回し!!パスワードリスト攻撃による不正ログイン防止に向けた呼びかけ：
https://www.jpcert.or.jp/pr/2014/pr140004.html

26
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認証画面を公開する場合

管理者 （許可されたIPアドレス）

（許可されないIPアドレス）
悪意ある第三者

認証画面を公開しない場合

管理者

悪意ある第三者

図 2-2-1 認証画面へのアクセス制御
また、認証ページの公開・非公開にかかわらず、パスワードは複雑で強固なものにする
必要がある。例えば、パスワードリスト攻撃を防ぐには、IP アドレスのブラックリストに
よるフィルタリングがある。しかし、最近は不特定多数の IP アドレスより攻撃されるこ
とが知られており、効果は薄い。それよりも多要素認証やアカウントロック 27を実施する
ほうが効果的である。

27

認証施行回数に制限をかけ、複数回の認証失敗で認証を一時的に無効にするといった対策をすると、ブルート
フォース攻撃に有効である。
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■

（2） CMS 認証画面以外への攻撃

認証を必要とするのは、CMS の管理画面だけではなく、レンタルサーバーやクラウドサーバ
ーの管理画面（コントロールパネル）でも同様である。これを狙って不正アクセスを試みられる
可能性がある 28。
対策：

■



強固なパスワードを使用する



パスワードを使いまわさない



ログイン試行回数を制限する



（管理画面がなく、サーバーに直接アクセスする場合）SSH 29公開鍵認証を使用する

（3） 管理者の管理端末 （PC） からの情報窃取

ウェブサイトを守るという観点でサーバーへの対策に関心がいきがちだが、ウェブサイトの管
理に用いる PC にも注意してほしい。管理用 PC を使用する管理者に対して、攻撃者は次の方法
でアカウント情報を盗み出そうとする。


管理用 PC にウイルスを感染させる



フィッシングサイトに誘導して、偽の認証ページにアカウント情報を入力させる
対策：


ウイルス対策ソフトの導入と定義ファイルの更新



OS やクライアントソフトウェア（Microsoft Office や Adobe Flash Player、Java など）
のアップデートおよび不要なソフトウェアの削除



URL を不用意にクリックしない



本物のウェブサイトかどうかを慎重に確認する

28

弊社ホームページ改ざんに関するお詫びとご報告：http://gihyo.jp/news/info/2014/12/0801
SSH(Secure Shell)：ネットワークを介して別のパソコンやサーバーにログインして、操作するためのプログ
ラム。

29

18

3. CMS を使ったウェブサイト構築・運用のポイ
ント
本章では、2 章で解説した CMS で構築したウェブサイトを狙う攻撃とその対策を踏まえ、
「ウ
ェブサイト運営者」が、CMS を利用してウェブサイトの構築や運用を行うにあたり、CMS で特
に注意するべき点に特化して解説していく。下図は CMS において注意すべき点の該当箇所を示
したものである。この他、情報セキュリティ面でのウェブサイト構築・運用における一般的な注
意点等については、
「ウェブサイト構築・運用のポイント」として付録を用意したので、あわせて
参照してほしい。

■ 情報セキュリティ対策が実施されている
拡張機能の選定
■ CMSで利用している拡張機能の見直し

■ アクセス制御の確認

拡張機能（プラグイン・テーマ）
▽ 脆弱性への対応

セットアップファイル

設定ファイル
アップロード
▽ アクセス制御 ファイル（画像
やファイル）

CMSコア部分
▽ セキュリティ機構
▽ 脆弱性への対応
▽ アカウント管理
■ 情報セキュリティ対策が実施されている
CMSの選定
■ アカウントの適切な管理

■ アクセス制御の確認

3.1.

情報セキュリティ対策が実施されている CMS の選定

様々な CMS が存在する中、どの CMS 製品を選定するかが、ウェブサイトを安全に運用する上
で非常に重要なポイントとなる。CMS はウェブサイトの運営者・担当者に、作成に必要な技術的
知識を要求しないのが利点である。そのため、担当者はウェブサイトに情報セキュリティへの配
慮が必要なことをそもそも認識していない可能性があり、結果的に CMS の情報セキュリティ機
能に依存せざるを得ない。仮に、情報セキュリティへの対処が不十分なウェブサイトの場合、利
用者は安全を確保するすべがない。運営者は開設したウェブサイトが利用者に不用意なリスクを
与えることの無いよう、事前に組織内で定めた情報セキュリティ要件を CMS が満たすか確認す
ること、および継続的にセキュリティレベルを維持することが重要である。

19

ウェブサイトに CMS を導入するタイミングは、新規にウェブサイトを構築するのと同時か、
既に構築されているウェブサイトに後から導入する場合が考えられる。いずれにせよ、CMS の
導入による、ウェブサイトの情報セキュリティレベルの低下を抑止する必要がある。
加えて、初期版のリリース以後ほとんどアップデートがされていない CMS は、脆弱性が放置
されている可能性があり、注意が必要である。また、脆弱性やバグが見つかった場合、修復に迅
速に対応している製品を選ぶことが賢明である。拡張機能についても同様である。

3.2.

適切なアクセス権の設定と確認

ウェブサイトに関わるファイルやアクセスへの権限を適切に設定しておくこと、それを確認す
る必要があることを認識して欲しい。CMS は、容易にウェブサイトを構築・管理することを可
能とした。その点で個人ユーザーをはじめ、多くの支持層を獲得した。そのため、構築手順を解
説するウェブサイトや書籍をよく目にするが、中には、安全性への配慮がなくウェブサイトさえ
構築できればよいとしているものもある。そのようなウェブサイトや書籍の手順に従った場合、
本来インターネット上に公開してはいけないファイルなどが公開されてしまう場合がある。たと
えば、設定ファイルがインターネット上に公開されてしまった場合、それは攻撃の糸口となる情
報を攻撃者に提供しているのと同じことを意味する。また、CMS セットアップ用ファイルがイ
ンターネット上に公開されていると、第三者によって再インストールされ、ウイルスをばらまく
ウェブサイトが構築されてしまうなどというシナリオも考えられる。

3.3.

CMS で利用している拡張機能の見直し

利用中の CMS の拡張機能の見直しが必要である。2.1.1. で述べたように、情報セキュリティ
への配慮が十分でないままリリースされている可能性や、長期間アップデートされていない可能
性がある。また一方で、ウェブサイト運営者の管理不足により、利用していない拡張機能のアッ
プデートを怠っている、もしくは停止せずに放置している場合がある。これらによるセキュリテ
ィレベルの低下を避けるため、下記のことを実施する必要がある。


利用している拡張機能を洗い出す



利用していない拡張機能は削除する



利用している拡張機能は、最新版になっているかを確認し、最新版にアップデートす
る 30



最終更新日から数年経過している拡張機能については、別の拡張機能の利用を検討す
る

3.4.

アカウントの適切な管理

組織内において、組織変更、担当者の異動、退職などは日常的に発生する。このような場合、
CMS の管理者アカウントを適宜変更・削除し、適切に管理することが非常に重要である。例え
30

中には管理画面上からアップデートの通知をする機能を持つ CMS もあるので、活用したい。

20

ば、退職者の CMS の管理者アカウントを削除し忘れてしまった場合、外部よりそのアカウント
を使用し、ウェブサイトの改ざんや情報が窃取されてしまう可能性がある。CMS に限定しては
いないが、海外のレポーﾄでは、退職者のアクセス権限が有効のままとなっていた割合は 49%で
あるという報告がある 31。定期的にアカウントの棚卸しをして、不要なアカウントは削除し、ア
カウントに対して設定されている権限が適切かどうかを確認し、その見直しを実施しておく必要
がある。

31

SURVEY REVEALS LAX STATE OF NETWORK ACCESS SECURITY：
http://www.8man.com/en/blog/trade-shows/survey-reveals-lax-state-network-access-security
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4. チェックリスト
このチェックリストはウェブサイトを安全に維持するために、ウェサイトの構築から運用後にい
たるまで、その時々に求められる確認項目をチェックリストとして整理したものである。
本テクニカルウォッチでは、特に CMS 利用においてのみ求められる項目について 3 章で解説し
た（チェックリストでの該当項目は下記緑枠）。ウェブサイトにおけるチェック項目の確認は付
録を参照してほしい。
チェック項目と内容

CMS

ウェブサイト
全体

ウ

□【ウェブサイト全体の情報セキュリティを意識】

ェ

□ウェブサイト全体の情報セキュリティ要件を明確にする

●

ブ

□ソフトウェアは、最新バージョンを利用する

●

サ

□ウェブサイト運用開始後の運用とメンテナンスの方法を明確に

●

イ

する

ト

□既に構築されているウェブサイト全体の情報セキュリティレベ

構

ルを低下させないための対策を検討する

●

築

□【情報セキュリティ対策が実施されている CMS の選定】

●

時

□【ソフトウェアのサポートライフサイクルを考慮したシステム計画】

●

●

□【ウェブサイトの運用形態と設置場所についての考慮】

●

●

運
用
開
始
前

□【ウェブサイト全体の情報セキュリティが確保されていることの確認】

●

□【ウェブサイトの運用管理体制の確認】
□メンテナンスを含めたウェブサイトの運用

●

□トラブル時の運用

●

□【ソフトウェア管理のための体制整備】

●

□【適切なアクセス権の設定と確認】

●

運

□【脆弱性対策情報収集】

●

●

用

□【アップデートする（修正パッチを適用する）】
●

●

開

□アップデートする

始

□ アップデート手順を事前に検証

●

後

□ アップデートを失敗した場合に備えて切り戻し手順を用意

●

□ アップデート後の動作手順を用意

●

□ 利用しているソフトウェアのリストを更新

●

□ CMS で利用している拡張機能の見直し

●

□ 利用している拡張機能を洗い出す

●

□ 利用していない拡張機能は削除する

●

□ 利用している拡張機能は、最新版になっているかを確認し、

●

最新版にアップデートする

22

□ 最終更新日から数年経過している拡張機能については、別の

●

拡張機能の利用を検討する
□【アカウントの適切な管理】

●

23

おわりに
CMS への改ざんや情報窃取が後を絶たない情勢を受け、 CMS および CMS を用いて構築した
ウェブサイトに関して情報セキュリティ上注意が必要な点を整理し解説した。
CMS の拡張機能は、それを専門とする開発者のほか、CMS 利用者や、ウェブサイト運営者な
どでも、自由に開発可能である。そのため、開発の容易さが安全性への配慮が不十分な開発を生
み、拡張機能の脆弱性情報が多く公開されているのではないかと考えられる。また、脆弱性情報
が公開されて、攻撃に悪用されるまでの期間が短くなっているので、修正パッチが提供されたら、
可能な限り早急にアップデートを実施する必要がある。
CMS は OSS(オープンソースソフトウェア)が多いため、OSS の特性を理解したうえで CMS の
使用を判断しないと、運用フェーズにおいて安全の確保が困難になる場合があることを認識して
ほしい。長期的な視点に基づき、余裕を持った次期システムの開発等を実施して、安全な運用を
維持出来る体制を構築してほしい。
本書が、組織における効果的なウェブサイト運営を実現するうえでの一助になることを期待し
ている。
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