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第I編

総括編

1. 現在における情報セキュリティ
現在、インターネットは社会の隅々にまで浸透し、産業分野、公的業務、教育分野、エ
ンターテインメント分野等、幅広い分野で、多くの人々がインターネットを活用している。
特に、電子商取引の分野においては、従来専用線で行われていた企業間取引が、インタ
ーネット上で行われることが普通となり、金融機関もインターネット上での決済サービス
を展開する状況となっている。アクセンチュア、経済産業省および電子商取引推進協議会
が共同で行った「平成１２年度電子商取引に関する市場規模・実態調査」によると、2000
年の B to B の市場規模は約 22 兆円、同じく B to C は約 8240 億円となっており、それぞれ
前年に比して 60%と 145%の急激な成長を遂げている。
一方、国民生活センターに対するインターネットに係わる苦情相談の急増や 2001 年 2 月
に発生した日本国内ドメインに対する集中不正アクセスインシデント等により、利用者の
インターネットへの信頼性の低下が指摘されている。
こうした中で、新たな情報セキュリティの定義が必要となっており、本報告書では、以
下のように定義する。
「情報セキュリティとは、正当な権利を持つ個人や組織が、情報やシステムを意図通りに
制御できる性質である」
上記の定義は、以下の性質を満足させることを条件とする。
•

可用性
「システムを必要とする場合に所定の方法で利用および制御できること」
システムを構成するハードウェア・ソフトウェア・ネットワークが障害を起
こすことなく稼働するという従来の可用性の概念に加え、決められた方法により
システムの利用を制御できる性質を示す。関連する脅威1は、不正アクセス、DoS
攻撃、誤作動、コンピュータウイルス、運用に係わる問題、天災である。

•

一貫性
「情報の正確性および完全性が維持されていること」
主として、データベース中の情報および運用に係わる情報の、正確性および
完全性が維持される性質を示す。関連する脅威は、不正アクセス、誤動作、運用

1

脅威の類型については、2.2 参照。
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に係わる問題である。
•

機密性
「情報が組織および個人により決められた規定通りに守秘されること」
権限のあるものによって、権限のある際に、権限のある方式に則って、情報
が守秘される性質を示している。関連する脅威は、機密情報漏洩、成りすまし、
詐欺、著作権侵害、プライバシ侵害である。

•

道徳性
「情報の公開および流通が組織の信用失墜を招かないこと」
情報の公開が組織の信用失墜を招かないことを示す性質である。具体的には、
組織内での有害ページ等の閲覧が該当する。
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1.1. 情報セキュリティに関連する最近のトピックス
2000 年 4 月以降の情報セキュリティに係わる話題は、2000 年 1 月から 2 月にかけて発
生した官庁のホームページ不正改竄に匹敵する程マスコミ等をにぎわしてはいない。しか
し、様々な脅威が発生したとともに、法制度や標準化の面では着実な動きが見られた。こ
こでは 1999 年〜2000 年にかけての情報セキュリティに関するトピックスを、脅威、法律・
制度、技術・標準化、製品・サービスに分けて総括する。
1.1.1. 脅威に関する話題
(1) インターネット上での戦争の勃発
2000 年 9 月のパレスチナ住民とイスラエル警官隊の衝突に端を発した、パレスチナとイ
スラエルとの紛争は、インターネット上にも波及し、インターネット上での戦争が勃発す
る事態となった（一部マスコミにおいては、「E-jihad：電子聖戦」と呼ばれることもある）。
この戦いにおいては、パレスチナ支援派、イスラエル支援派が相互のサイトを攻撃し合い、
電子メール氾濫攻撃、DDoS 攻撃、Web ページ書き換え等あらゆる攻撃を繰り返す事態と
なった。影響は、イスラエルに進出している米国企業や、アラブ側宗教団体にも及び、2001
年 3 月時点では、現実の世界と同様に停戦には到っていない。
この事態は、現実の世界の脅威とインターネット上での脅威が、目的と脅威の対象を共
有したものである。こうした大規模な事例は過去に例がなく、この戦いの速やかなる終結
とともに、防御技術へのフィードバックや社会的影響の分析がなされることが重要である。
また、今後は、世界中の全てのコンピュータが戦場となる可能性があることを認識して、
情報セキュリティ対策に当たる必要がある。
(2) メール機能悪用型ウイルスの頻発
2000 年は、メールに添付されたウイルスによる被害が急増した。情報処理振興事業協会
セキュリティセンターへのウイルス発見届出件数は、1999 年に 3645 件であったが、2000
年には 11109 件へと急増した。このうち、メール機能悪用型ウイルスは、1999 年の 1197
件（全体の 32.6%）から 2000 年の 7288 件（65.5%）となり、件数・割合とも大幅な増加
を示している。主なウイルスは、W32/MTX、VBS/LOVELETTER、W32/Navidad、VBS/SST
（AnnaKournikova）等である。これらは、電子メールの添付ファイルであること、特定メ
ーラのアドレス帳を参照することにより自動的に自らを添付ファイルとしたメールを送信
する、ハードディスクにダメージを与える等の特徴を有する。
これらのウイルスが流行した背景には、電子メールにより添付ファイルの交換が一般的
になったこと、知り合いからの電子メールの添付ファイルに対する安心感が存在すること、
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ウイルスォールと呼ばれるサイト内に電子メールが流入する際に自動的にウイルスを削除
するシステムの普及が今一つ進んでいないこと等を挙げることが可能である。
(3) 繰り返される不正アクセスインシデント（事件）
2001 年 2 月〜3 月にかけて、jp ドメインのサイトに対して集中的に不正アクセス被害が
発生し、100 を越えるサイトにおいて、ホームページ改竄がなされた。当初は、日本のドメ
イン(*.jp)をもつサイトの Web サーバに対する順次(ドメイン名アルファベット順)攻撃の様
相が見られ、特定の OS 上で稼動する WWW サーバが狙われた。その後、別の攻撃者(グル
ープ)によるものと考えられる攻撃が始まり、別の WWW サーバが標的とされ、ドメイン名
のアルファベット順やサイト規模の大小などに関わらず攻撃を受けた。これら一連の jp サ
イトに対する攻撃においても、既知のセキュリティホールが標的とされた。
(4) 電子商取引の危うさの露呈
国民生活センターによると、2000 年はインターネット上での取引に係わる苦情相談が大
幅に増加した。これらは、BtoC および CtoC における取引であり、特にインターネットオ
ークションに係わるトラブルが注目を集めた。有名サイトでのインターネットオークショ
ンにおいて、落札者が代金を支払っても、商品が届かない等のトラブルや、米国ではナチ
ス関連グッズがオークションに掛けられ、苦情が殺到したというトラブルも報告された。
これらの問題の本質は、インターネット上における匿名性の悪用、決済手段の未確立、セ
ーフティガードの欠如等が挙げられた。防止策として、エスクローサービス（第三者によ
る決済および商品発送の代理）の普及、オークション保険の登場などの話題があった。
1.1.2. 法律に関連する話題
1999 年に整備された情報セキュリティ関連の法律の施行が開始され、効力を発揮すると
共に新たな枠組みが模索された。
(1) 不正アクセス禁止法
1999 年 8 月 6 日に「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が国会で可決・成立し、
同年 8 月 13 日に公布、2000 年 2 月 13 日に施行された。国家公安委員会によると、2000
年中に不正アクセス禁止法違反での検挙は、31 事件 37 人であり、警察庁に報告のあった不
正アクセス件数は 106 件（内 25 件は海外からの不正アクセス）であった。
(2) 電子署名法
2000 年 5 月 24 日に「電子署名及び認証業務に基づく法律」が国会で可決・成立し、同
年 5 月 30 日に公布、2001 年 4 月 1 日に施行された。なお、関連政省令は、2001 年 2 月
28 日に「電子署名及び認証業務に関する法律施行令」、2001 年 3 月 1 日に「電子署名及び
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認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令」が公布された。なお、2001
年 3 月 1 日には、法律で定められた指定調査機関の募集が開始されている。
日本の電子署名法は、諸外国と比して、技術中立性を重視している点、電子署名付き文
書の法的効果が抑制されている点、海外との相互認証のために承認調査機関が介在する点
等に特徴がある。
(3) 個人情報保護法
IT 戦略本部が事務局となり、個人情報保護法制化専門委員会および個人情報保護検討部
会において法制化および個人情報保護システムの整備の方向が検討され、2000 年 10 月 11
日に、「個人情報保護基本法制に関する大綱」が、IT 戦略本部個人情報保護法制化専門委員
会より発表され、現在関係省庁により法律原案が作成中である。表現の自由の確保と個人
情報保護の問題に関して、広く議論が行われている。
(4) 通信傍受法
犯罪捜査のための通信傍受（盗聴）に関する法律（通信傍受法）が、1999 年 8 月 12 日
に成立した。2000 年 8 月 15 日に施行された。2001 年 2 月 16 日に、法務省は、2000 年内
に「検察官又は司法警察員において、傍受令状を請求し、傍受令状の発付を受け、又は傍
受の実施をしたことはなく、また、傍受が行われた事件に関して逮捕された者はない。」と
発表している。
(5) IT 基本法
2000 年 11 月 29 日に、IT 基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）が国会に
て成立し、2001 年 1 月 6 日から施行された。この法律は、IT 社会の構築を推進する法律で
あり、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、教育及び学習の振興並びに人材
の育成、電子商取引等の促進、行政の情報化、公共分野における情報通信技術の活用、研
究開発の推進等を掲げている。特に、第二十二条には、以下のように記載されており、情
報セキュリティ対策の重要性を訴えている。「（高度情報通信ネットワークの安全性の確保
等）第二十二条

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、

高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護その他国民が高度
情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講
じられなければならない。」
(6) 政府における情報セキュリティ対策
2000 年初頭に相次いだ省庁ホームページ改竄事件に伴い、2000 年 4 月に高度情報通信
本部の基に、情報セキュリティ対策の体制が整えられた。特徴は、内閣安全保障・危機管
理室に、情報セキュリティ対策室が設置され、そこに専門家調査チームが置かれたことで
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ある。こうした体制の基に、2000 年 6 月に政府全体のセキュリティポリシーガイドライン
が示され、2000 年 12 月までに各省庁がセキュリティポリシーガイドラインを設定した。
また、印鑑登録の電子化を中心とした公的な個人認証サービスも検討が行われている。
(7) その他
法務省は、2000 年 10 月 12 日に「商業登記に基礎を置く電子認証制度」の運用を開始し
た。さらには、「公証制度に基礎を置く電子公証制度」の導入も着々と準備が行われている。
これらは、法務省が、認証機関となって、企業の存在証明や、公証人サービスを始めるも
のであり、電子署名法により定められた特定認証機関との関係が注目される。
また、法務省や通商産業省（現経済産業省）は、「電子取引法制に関する研究会」を 1997
年頃から開催し、電子取引に関する法制化を検討している。契約の到達時期、管轄権、執
行権等電子商取引においては、国際強調が重要であり、包括的な法律の早急な整備が求め
られている。
1.1.3. 情報セキュリティ関連ビジネスに関する話題
(1) 情報セキュリティ市場の拡大
情報処理振興事業協会セキュリティセンターが行った「情報セキュリティビジネスに関
する調査」によると、日本の情報セキュリティビジネス市場は表１−１のように推定され
る。
表１−１ 日本の情報セキュリティビジネス市場
市場規模
製品
アンチウイルス
ファイアウォール・VPN
認証
暗号
セキュリティマネジメント

1999年
235
113
67
22
18
15

2000年
325
124
120
31
21
29

2001年
395
133
151
40
24
47

2002年
493
142
197
53
27
74

2003年
633
151
261
74
31
116

（単位：億円）
2004年
858
158
367
112
35
186

市場規模
サービス
セキュリティシステム構築
セキュリティコンサルティング／監査
セキュリティ管理
セキュリティ保険

1999年
291
206
19
50
16

2000年
367
248
26
68
25

2001年
472
302
35
98
37

2002年
594
349
48
145
52

2003年
792
410
66
247
69

（単位：億円）
2004年
1,136
499
92
456
89

同調査による米国の情報セキュリティビジネス市場は、表１−２のように推定される。
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表１−２ 米国の情報セキュリティビジネス市場
(M$)
製品
アンチウイルス
ファイアウォール・VPN
認証
暗号
セキュリティマネジメント

(M$)
サービス
セキュリティシステム構築
セキュリティコンサルティング／監査
セキュリティ管理

1999年
2,069
613
274
1,013
65
104

2000年
2,601
746
309
1,329
81
135

2001年
3,144
881
350
1,653
93
167

2002年
3,715
972
393
2,047
100
204

2003年
4,421
1,065
429
2,566
105
255

（単位：M$）
2004年
5,328
1,189
481
3,234
108
317

1999年
2,509
1,038
796
675

2000年
3,065
1,266
959
840

2001年
3,902
1,549
1,168
1,185

2002年
4,601
1,819
1,372
1,410

2003年
5,674
2,194
1,724
1,755

（単位：M$）
2004年
7,351
2,822
2,217
2,312

日本においては、2000 年度の情報セキュリティ市場は、製品とサービスの合計で、692
億円となり、米国においては、同様に 56 億ドル（約 6500 億円）を越えている。それぞれ
前年に比して、31.6%および 23.8%の伸び率を示している。
こうした動向は、情報セキュリティの脅威が繰り返し報道される中で、情報セキュリテ
ィ確立の重要性が認識され、日米両国において経済動向に関わりなく、情報セキュリティ
製品およびサービスに対する需要が堅調であることを示している。
(2) パーソナルファイアウォールへの注目
ADSL、ISDN、ケーブルテレビ等を介したインターネット常時接続利用者の増加により、
個人のパーソナルコンピュータがグローバルアドレスを与えられたまま、インターネット
上に長い時間に亘り、 晒される

ことが多くなっている。そのため、パーソナルファイア

ウォールが注目を集めており、SOHO での利用が広がっている。
なお、パーソナルファイアウォールには、パーソナルコンピュータ上で稼動するソフト
ウェア（無償で配付されているものもある）と、小型ルータに機能が組み込まれているも
のが存在している。
(3) PKI 市場の浸透
2001 年 4 月の電子署名法の施行、2000 年 10 月の商業登記に基礎を置く電子認証制度の
運用開始、電子政府推進に伴う各省庁の GPKI への参加等、国の PKI 推進策が活発化し、
2000 年度においては、PKI 市場が社会に徐々に浸透した。認証ベンダは、2001 年 4 月の
電子署名法施行に伴う認定認証機関取得への動き、認証ホスティングサービス・認証シス
テムインテグレーション・電子証明書発行・関連教育事業等多様なサービスを展開してい
る。今後は、各認証ベンダだけではなく、製品ベンダや官庁以外の企業ユーザが一体とな
って、PKI を根付かせることにより、一般消費者の電子商取引における利便性向上をもた
らす方向の検討を行うことが重要である。
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(4) バイオメトリクス機器の製品化の活発化
2000 年度までに多くの個人認証のためのバイオメトリクス機器が登場している。種類は、
指紋、掌紋、虹彩、声紋、筆跡等多岐に亘る。また、これらを複数利用して、認証の精度
を高める製品や、利用者が複数の認証方法の中から使いやすい方法を選択可能な製品（マ
ルチバイオメトリクス製品）などが登場している。
しかし、指紋の偽造は安易にできるとの報告もなされている。また、PKI のエンドエン
ティティ端末でバイオメトリクスに係る秘匿データが漏洩した場合の対策は非常に困難で
ある。こうした技術課題の克服が望まれている。
1.1.4. 情報セキュリティ技術および標準化に関する話題
(1) AES の最終候補の決定
1997 年に公募が開始された共通鍵暗号の米国政府次期調達基準 AES（Advanced
Encryption Standard）は、現在 NIST（米国商務省標準局）により選定作業が行われてい
る。2000 年 10 月にベルギーの Rijndael が AES の最終候補に選ばれた。大きな問題が無
ければ、2001 年夏頃に AES として決定される。
NIST は、
（差分攻撃等の）安全性評価や（ハードウェア実装、ソフトウェア実装および
各種プロセッサ上での稼動等による）性能評価を経て、Rijndael を最終候補とした。その
理由は、NIST によると、他の暗号に比して、安全性とコストのバランスが良かったためと
している。性能面に関しても、ハードウェア実装、ソフトウェア実装何れの場合も非常に
良い結果を得られたとのことであった。
(2) 暗号評価プロジェクトの進展
AES に触発されて、我が国においては CRYPTREC、欧州においては NESSIE という暗
号評価プロジェクトが 2000 年度に本格化した。CRYPTREC（CRYPTography Research &
Evaluation Committee）は、2003 年度までに構築が予定される我が国電子政府において利
用可能な暗号技術のリストの作成を目的とし、情報処理振興事業協会と通信・放送機構が
行っている事業である。NESSIE（New European Scheme for Signature、 Integrity、 and
Encryption）はヨーロッパで 2000 年 1 月に開始された 3 年プロジェクトで、共通鍵ブロッ
ク暗号に限らず、公開鍵暗号や、ハッシュ関数といったあらゆる暗号要素技術を、公開の
場で評価することを目的としている。
(3) インターネットにおける脆弱性の増大
イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 脆 弱 性 情 報 を 収 集 し て い る
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MITRE

（http://cve.mitre.org/cve/downloads/full-cve.html ） によれば、1999 年に報告された
脆弱性情報は 1011 件であり、2000 年に報告された脆弱性情報は 1189 件である。また、
マイクロソフト社の対応策一覧ページ
（ http://www.microsoft.com/japan/technet/security/current.asp?sel_id=all&sort=ent&op
tTop=all ）によると、1999 年の対応策は 61 件、2000 年の対応策は 100 件となっている。
全般的に、インターネットにおける脆弱性情報の報告数が増加していることが、これらの
データから伺える。
理由は、目的を持った攻撃行為が発生し、脆弱性情報が政治的・社会的価値を有してい
ること、および攻撃自体を目的としている行為も増加しており、攻撃に係る人数の増加が
推定され、顕在化していなかった脆弱性情報の顕在化が進んだことを挙げることができる。
(4) 主要な暗号アルゴリズムに係る脆弱性の発見
2000 年 2 月に、DSA の実装に脆弱性があることがベル研究所から発表された。これは
DSA の鍵を生成する時の利用する乱数に偏りがあり、このアルゴリズムを使った場合の暗
号鍵の強度が弱くなり、署名の偽造がしやすくなるというものであった。厳密には、乱数
の部分は実装上の問題であり、DSA のアルゴリズム自体の欠陥ではないが、日本において
は 2000 年終盤頃から話題となった。
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1.2 総括 〜リアル世界とバーチャル世界での脅威の共有〜
2000 年度においては、1999 年度終盤の官庁ホームページ改竄事件のように、我が国世論
に大きな影響を与える脅威の発生はなかった。しかし、情報処理振興事業協会セキュリテ
ィセンターに届出のあったコンピュータウイルスや不正アクセスの被害件数は過去最高を
記録している。情報セキュリティに対する脅威は、決して減少したわけではない。
本年度の象徴的な事件は、国内ではなく海外で発生した。9 月 28 日に、イスラエルとパ
レスチナ住民の間に発生した武力衝突は、インターネット上に波及し、親イスラエル派と
親パレスチナ派の間で、「戦闘」が行われた。この戦闘においては、電子メール氾濫攻撃、
サービス拒否攻撃が中心であるが、トロイの木馬等も使われたとされる。こうした状況は、
2001 年 3 月となっても続行しており、イスラエル政府の一部サイトは長期に亘り運用の中
断に追い込まれ、米国のイスラエル進出企業等にも攻撃が加えられた。
この後、米国の偵察機が中国領内に不時着した事件を契機に、親米派と親中国派の間で
類似の戦闘が発生し、ドイツでは政府が国内外のネオナチサイトに対するインターネット
上での攻撃を行うことを発表している。
これら一連の事態の意味は、以下の通りである。
「インターネットの外部における国際間の戦闘行為が、インターネット内に戦闘という形
態で波及したことであり、本格的なサイバーテロリズムが行われたこと。」
昨年度までの脅威は、脅威を発生させること自体を目的とした愉快犯的行為が大多数で
あり、一部にクレジットカード番号の不正流用等による個人レベルでの経済的利益を獲得
しようとした事例が存在した。しかし、本年における一連の事例は、国際間または民族間
の紛争のためのツールとして、情報セキュリティに対する脅威が存在し、情報セキュリテ
ィに対する脅威が、現実の戦争と同様に政治的紛争解決のツールとなることを、世界に提
示したのである。
ところで、我が国においては、メール機能悪用型ウイルスの大流行が話題となった。特
に、自己増殖型のウイルスが多く、感染したシステムのハードディスクに影響をもたらす
だけではなく、メールソフトに登録されているメールアドレスに自動的に自らのコピーを
送信する等の被害実態が散見された。
親イスラエル派と親パレスチナ派のインターネット上での戦闘の象徴する一連の事例と
コンピュータウイルスに係る事例は、現状では別の事例であり、関連はない。しかし、コ
ンピュータウイルスによりトロイの木馬型の DDoS プログラムが拡散され、世界中の感染
したコンピュータからの特定サイトへの攻撃という手法が、政治的闘争に係る可能性は非
常に高い（既に一部の地域では行われているという情報もある）。
インターネット上における情報セキュリティへの脅威は、現実世界における脅威と、そ
のメッセージ性において、メッセージの相手・内容・影響度を共有する時代に到った。サ
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イバーデモンストレーションが広く世間に対して影響力を持つことが認識されたのである。
今後は、脅威を念頭に置き、研究者、開発技術者、運用技術者、システム管理者、経営
者、一般消費者、国、公的機関等多様な立場の人々が、それぞれの立場で認識し、開発、
運用、利用に心掛けていかねばならない。
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2. 情報セキュリティに係わる今後の展望と課題
本章においては、情報セキュリティに係わる今後の展望と課題に関して、技術、社会制
度の両面から述べる。

2.1. 技術
今後、開発が望まれる技術について、基礎技術、端末系技術、ネットワーク技術、統合
技術に分け、それぞれについて述べる。
2.1.1. 基礎技術
基礎技術とは、情報セキュリティ全般に広く応用される技術であり、暗号や認証の要素
技術等が含まれる。基礎技術において、開発が望まれる技術は以下の通りである。
(1) 情報量的安全性に基づく暗号・認証方式の研究
現在広く利用されている暗号・認証方式は、計算量的困難さに依拠したものである。し
かし、近年の CPU の高速化、インターネットの普及による複数計算機の連携の容易さ等に
より、計算量的困難さに依拠した暗号・認証方式に対する危機感が強まっている。そのた
め、計算量適困難さに依存しない暗号方式として、情報量的安全性に基づく暗号・認証方
式が研究されている。
情報量的安全性に基づく暗号・認証方式においては、現在のところ、鍵の共有方式の研
究に焦点が当てられている。研究事例としては，既に実用化されている KPS（Key
Predistribution System）や研究が急速に活発化しつつある量子鍵配送等がある。これに対
し、情報量的に安全な公開鍵暗号方式の構成法は未だ知られていないが、最近になって情
報量的に安全な電子署名方式が初めて提案された。
したがって、以下の方向における長期的な研究が望まれる。
・公開鍵方式および共通鍵方式それぞれに対応した情報量的安全性に基づく暗号アルゴ
リズムの研究
・記憶容量が膨大となることが想定されるため、メモリおよびディスク容量がより少なく、
しかも安全性が保証される鍵共有方式および電子署名方式の研究
(2) バイオメトリクス技術の改良
現在、バイオメトリクス技術の商用化は進んでおり、指紋、虹彩等については既に製品
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が発表されている。これらは、認識率において非常に高い数値を示すものもあり、成熟し
た技術に近づきつつあるとの認識も出始めている。
しかし、指紋の偽造は容易に行うことが可能であり、偽造された指紋に対するこれら商
品化された技術の対応は不完全であるとの発表がなされている。
今後、バイオメトリクス技術が広く浸透するに従い、それに対する脅威も多種多様とな
る可能性があり、それらの可能性を個々に検討しつつ、技術開発を進める必要がある。
(3) 新しい個人認証技術の確立
従来より、記憶により個人識別を行う技術が研究されている。しかし、人間同士が記憶
を基に相手を識別する状況を、コンピュータと人間の間で再現することは困難であり、研
究は進んでいない。認知科学的知見、生理学的知見の導入を図り、記憶に基づいた個人認
証を図る技術の確立により、利用者にとって親和性の高いセキュリティ確保手段を提供す
ることが可能となる。
(4) セキュアプログラミング技術の確立
現在報告されているインターネットに存在する脆弱性の多くは、ソフトウェアのプログ
ラミング段階で注意を払うことにより、除去できた可能性が高い。例えば、サーバプログ
ラムに関して報告されている脆弱性の過半は「バッファオーバーフロー」と呼ばれる症状
を引き起こすプログラミングと言われている。したがって、セキュリティを確保するため
のセキュアプログラミング技術が、ガイドライン等の形式により広く公開されることによ
り、現在報告されている脆弱性と同様の原因を持つ脆弱性が除去され、今後作成されるソ
フトウェアが脆弱性を保持しなくなることが期待される。
(5) 耐タンパ性評価技術の確立
暗号評価技術に関しては、AES、CRYPTREC、NESSIE 等により研究および標準化が進められ
ている。しかし、ソフトウェアまたはハードウェアの機能の難読性と秘密データの抽出困
難性から成る耐タンパ性を評価する技術は、研究事例が非常に少ない。今後、悪意のある
利用者が、現在のようにソフトウェアの脆弱性に依拠した攻撃から、耐タンパ性の考慮さ
れていない部分に対する攻撃を行うことは十分に想定され、それに備えて、耐タンパ性評
価技術の確立が求められている。
(6) フィンガープリンティング技術の確立
フィンガープリンティング技術の開発が進められているが、その多くは、結託攻撃を含
む高度な攻撃への耐性に問題がある。そのため、これらの点を克服するために、フィンガ
ープリンティングのための符号技術およびコンテンツへの適用技術の開発が重要である。
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(7) 長寿命の電子文書のセキュリティ技術の確立
一般に、行政関連を初めとして、多くの文書が非常に長い期間保存され、利用されるこ
とがある。紙媒体の場合は、押印により文書の真正性を保証しているが、長期保存された
電子文書の場合、公開鍵証明書の有効期限の問題、暗号技術の脆弱化の問題、署名生成時
刻の確認方法に係わる問題等により、文書の真正性を確保することは容易ではない。その
ため、以下に示す技術が確立され、長寿命の電子文書のセキュリティ技術が確立されるこ
とが望ましい。
・タイムスタンプ技術
・アーカイブ技術
・電子公証技術
・暗号が脆弱化した際の被害限定または回復のための技術
2.1.2. 端末系技術
(1) IC カードリーダの安全性向上
IC カードは、カード内部に CPU およびメモリを備え、ハードウェア的にセキュリティの
確保を図っている。しかし、IC カードリーダのセキュリティ確保については、明確な基準
がなく、基準策定とともに十分な安全性を有する IC カードリーダの開発が必要である。
(2) PKI におけるエンドエンティティ端末のセキュリティ確保技術の確立
PKI におけるエンドエンティティ端末においては、秘密鍵である署名生成鍵の保管を行う
必要がある。そのため、署名生成鍵の漏洩を防ぐための技術開発が急務となっている。
上記(1)と関連し、IC カードリーダを用いる方法が一般的とされているが、ソフトウェア
の耐タンパ性技術や IC カードと連動した個人識別技術の開発は行われる必要がある。
(3) モバイル端末セキュリティ確保技術の確立
携帯電話に代表されるモバイル端末が今後電子商取引や PKI の端末の主役となる可能性
は非常に高い。その際に、正規の利用者でない利用者によるモバイル端末の利用に対する
対策が重要となる。さらには、通信の暗号化も十分なレベルとはなっていない。今後は、
これらの対策が必要である。
2.1.3. ネットワーク技術
(1) 侵入検知技術の向上
現在、ホストベースおよびネットワークベースでの侵入検知システムが存在し、それぞ
れにおいて、異常パターンのデータベースまたは正常パターンのデータベースを用いた検
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出アルゴリズムにより、侵入検知を行うシステムが一般的である。しかし、基本的には、
何れの方法により侵入検知を行った場合でも、新しい手法による侵入検知は困難であり、
新たな技術開発が必要となっている。
(2) セキュリティプロトコルへの新しい暗号技術への対応に係る標準化と実装
近年においては、AES の最終候補が決定される等、共通鍵暗号あるいは公開鍵暗号それぞ
れにおいて次世代暗号の検討が着々と進められている。一方で、IPsec 等のセキュリティプ
ロトコルにおいては、DES 等の利用が規定されており、次世代暗号に対応した仕様とはなっ
ていない。今後、セキュリティプロトコルにおける次世代暗号への対応と、それに合致し
た実装と相互接続性の確認が求められる。
(3) ネットワーク管理運用技術の確立
現在、サイトを構成するハードウェアやソフトウェアは非常に多くの種類に上る。それ
らに関して、動的な再構成が行われることは日常的である。ハードウェアおよびソフトウ
ェアの故障に正常動作に関するモニタリングを行うネットワーク管理ソフトウェアは、市
販製品が発売されているが、情報セキュリティ確保の観点から、こうしたソフトウェアに
対して以下の機能を組み込むことが必要である。
・システム全体に対してセキュリティポリシーの設定・変更等を容易に行うことが可能で
ある
・システムに対する侵入検知を行うことが可能である
・新たに組み込まれたハードウェアやソフトウェアに関して、名称・バージョン等を感知
し、脆弱性がある場合に警告を与えることが可能である
・不正な端末を発見し無効化することが可能である
2.1.4. 統合技術
(1) 広域なセキュリティ関連情報共有データベースの構築
情報セキュリティに関する情報は、非常に幅広く、脆弱性情報・不正アクセス情報・脅
威情報・関連技術情報・製品情報・法令情報等広範囲に亘る。これらの情報を網羅的に収
集し、幅広く公開することが可能となるシステムが必要である。こうしたシステムを構築
する際には、各事項間の関連をわかりやすく表示・説明可能であることが重要である。ま
た、こうした広範囲の情報全てを一つのデータベースで確保し、蓄積することは困難であ
り、既に情報を持っているデータベース間の連携を前提としたシステム構築を目指す必要
がある。
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(2) 広範囲不正アクセス情報共有・対策支援システムの構築
上記(1)でのべたセキュリティ関連情報共有データベースのうち、不正アクセスに係る情
報に関しては、特に以下の点に留意したシステム構築が望まれる。
・発生した不正アクセス情報の迅速な公知
・発見された脆弱性情報の適切な処置と公開ポリシーに則った公知
・システム管理者、研究者、一般利用者等の明確な利用権限の設定と利用管理
・不正アクセス情報と脆弱性情報に対応する対策情報の迅速な公開
・関連情報へのポインタ
(3) 官庁と民間を融合した PKI の検討
現在、政府においては、GPKI の構築が進められており、民間においては電子署名法に則
った認証制度の整備が進められている。しかし、GPKI と民間の認証システムの間における
相互認証システムについては、検討が具体的には進んでいない。今後は、証明書の利用に
おいて、国民の選択肢を増やすために、官庁と民間を融合した具体的なシステムの検討が
必要である。

2.2. 社会制度
社会制度については、業界レベルでの取り組み、国家レベルでの取り組みの方向性につ
いて述べる。
2.2.1. 業界レベルでの取り組み
(1) ISAC の設立
米国においては、各業界毎に、情報セキュリティに係る情報の共有組織である ISAC
（Information Sharing and Analysis Center）が設立され、情報セキュリティに関連する
情報の共有と分析を行っている。現在においては、FS/ISAC（金融 ISAC）や IT-ISAC（情
報技術 ISAC）等が既に活動を開始している。
こうした組織に関し、日本企業は情報セキュリティに係る情報の公開を行う事に消極的
であり、組織の検討も進んでいない。しかし、各業種毎のそれぞれの企業が直面する情報
セキュリティの脅威は同一であり、関連情報を共有し、共同して分析を行うことにより効
率的な情報セキュリティ対策をとることが可能となる。そのため、今後は業界毎に、ISAC
の設立を検討することが重要である。
2.2.2. 国家レベルでの取り組み
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(1) 電子政府における情報セキュリティ確保策の確立
電子政府における情報セキュリティ確保は、非常に重要な課題であるにも係らず政府全
体としては、その取り組みは十分とはいえない。しかし、インターネット上における、省
庁間の情報共有による事務効率化、情報提供、電子申請等によりバーチャルな政府を目的
とする電子政府が、情報セキュリティ確保において万全でなければ、社会のインフラスト
ラクチャとして、政府機能が麻痺することは明らかであり、省庁を越えた早急な取り組み
が必要である。特に、電子政府の構築を進めるに当たっては、省庁の担当者が技術に詳し
いとは限らず、専門的な情報を分析することが困難であることが想定されるため、省庁横
断的支援組織による情報セキュリティ確保策を検討することが必要である。
(2) 国際的連携によるサイバーテロリズム防止策の確立
インターネット上における不正アクセス行為およびサイバーテロリズムは、国境を越え
た行為である。したがって、こうした行為による被害を最小限に留めるために、不正アク
セス手法・攻撃元 IP アドレス・脆弱性・攻撃ツール・対策等の情報を広く関係機関の間で
共有するとともに、長期的に安全なインターネットを実現するための技術開発を行うこと
が重要である。
(3) 電子取引法の制定
2000 年から 2001 年にかけて、電子署名法や消費者契約法が成立した。これらにより、
電子商取引の基盤となる法整備が開始された。しかし、現状において、契約の成立時期、
課税、準拠法、裁判管轄、執行権等に関して、我が国では明確になっていない事項も多い。
そのため、今後諸外国と協調し、これらの事項に関する法的整備を行うことが重要である。
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3. 情報セキュリティ対策の基本
3.1. 経営者
3.1.1. 情報セキュリティ対策の必要性
情報機器を利用したハイテク犯罪の増加に伴い、さまざまなセキュリティ対策が提案、
実施されてきた。2000 年 1 月の省庁ホームページ連続書換え事件では、ファイアウォール
の導入がセキュリティ確保のための必要十分条件であるかのように報道され、ファイアウ
ォールメーカの売上が急激に増加した。また、ノート型パソコンや PDA の小型化・軽量化
に伴い、紛失・盗難事故が増加し、バイオメトリクス技術による認証付パソコンや別マシ
ンでは読み書きが不可能なハードディスクが実用化され、多くの企業が導入を検討してい
る。
ところで、こうした対策に関して、それぞれの対策の担当者が分散していることが大き
な問題である。通常、ファイアウォールの導入は情報システム部門が担当し、ノート型パ
ソコンや PDA の導入はユーザ部門が担当したケースが多いと想定される。また、プリンタ
やファクシミリ、スキャナといった周辺機器の導入や、入出館規程の変更にあたっては総
務部門が担当することが一般的である。しかし、部門ごとのセキュリティ対策では、企業
全体として考えるとその対策に抜け漏れが生じていても、その事実に気付かず放置され続
け、結果的に事件や事故が発生した場合、全社的対応の不足が非難されることになる。
インターネットを利用した国際ハイテク犯罪の増加などに伴い、日本のモラルの範囲内
で有効であると考えられてきた、部門ごとにセキュリティ対策を実施するボトムアップ方
式では明らかに限界が露呈しつつある。インターネットが企業および社会の隅々にまで浸
透している環境下においては、全社横断的なセキュリティ対策が必要である。この際には、
全社的な視点からセキュリティ対策を実施し、情報セキュリティポリシーを作成すること
が必要である。情報セキュリティポリシーは、組織の情報セキュリティに関する統一方針
を示した文書であり、情報セキュリティを維持するための様々な取組みについて包括的に
規程された文書である。
情報セキュリティポリシーを策定せず、その都度セキュリティ対策を講じていく場当た
り的な方法では、対策内容に一貫性を欠き、結果として全社均質なセキュリティレベルを
維持することが不可能となる。そのため、情報セキュリティポリシーに基づく統一的な情
報セキュリティ対策を実施することが重要である。
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3.1.2. 情報セキュリティに係わるポートフォリオの作成
情報セキュリティに係わる対策を完璧に実施することは、不可能である。その理由は、
情報セキュリティに係わる攻撃技術・防御技術が日々進歩していること、必要以上の情報
セキュリティ対策は情報システムの利用者の利便性を著しく欠くことになること、情報セ
キュリティ対策には多額の費用が必要であること、等である。
したがって、情報セキュリティ対策の実施に際しては、情報セキュリティ技術の進展へ
の合致を前提として、著しく利用者の利便性を欠くことなく、必要以上な費用負担を行わ
ないことが重要である。
このうち、情報セキュリティ対策に対する投資とその効果を分析する手法としては、ABC
分析、バランス・スコアカード等がある。
ABC 分析（Activity Based Costing ：活動基準原価計算）とは、受注処理や日程計画等、
間接業務の一つ一つに値札を付け、製品毎に実際にかかった作業を割り出し、正確な間接
費をつかむ分析手法である。ABC 分析を用いて、システム管理部門・総務・その他部門と
いった各部門においてセキュリティ対策に使われた業務時間を収集、集計することにより、
機器購入費などの直接費のみではなく、間接費を含めたコスト算出を行うことが可能とな
る。
投資と投資効果の間に時間的隔たりの大きい業務の業績評価にあたっては、バランス・
スコアカードを利用することが可能である。バランス・スコアカードとは、企業ビジョン
や戦略を一貫性のある KPI （Key PerformanceIndicator:業績評価指標）で評価する業績評
価手法でノーラン・ノートン社が業績評価手法の実態調査用に開発した業績評価モデルを
起源としている。

3.2.

システム管理者

3.2.1. 情報セキュリティポリシーの策定
情報セキュリティポリシーとは、組織の情報セキュリティに関する方針を示した文書で
あり、情報セキュリティを確保するための様々な取組みについて包括的に規定された文書
を指す。
情報セキュリティポリシーの対象に関しては、多くの議論がなされており、BS 7799

で

は情報セキュリティポリシーの保護対象である情報は「情報は多くの形で存在し得る。情
報は紙に印刷され、又は紙に書かれ、電子的に保存され、郵便又は電子的手段によって伝
達され、フィルム上に示され、もしくは会話においても話される。情報は、どのような形
のものであろうとも、また、どのような手段によって共有又は保存されようとも、常に適
切に保護されることが望ましい。」とされている。また、「金融機関におけるセキュリティ
ポリシー策定のための手引書 」（金融情報システムセンター）では、情報セキュリティポ
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リシーの保護対象である情報資産を以下のように定義している。
「情報資産とは、以下の情報及び「情報システム」を指している。
情報：コンピュータシステムや磁気媒体等に保存されているデータのみならず、紙
に印刷されたものやコンピュータシステムに入力される前のメモ及び社員の会話や
個人の記憶をも含んでいる。
情報システム：ハードウェア・ソフトウェアのみならず、それらを適切
に運用・管理するために必要なすべての人や物を含んでいる。」
情報セキュリティポリシーを策定する際には、まずその対象範囲を明確にしなければな
らない。そして次に、既存文書との関係を明示することが重要である。最終的に情報セキ
ュリティに関する全ての関連規則を総合的に俯瞰した時に、組織の全ての情報に対する保
護対策が網羅されている必要がある。
次に、情報セキュリティポリシーの内容構成の一例（参考１）を挙げる。
一般に基本方針と対策基準に分けることができ、基本方針には、情報セキュリティに関
する組織の取組み姿勢、および組織全体に関ることについて記述し、対策基準で規定され
ていないケースが生じた場合の判断の拠り所とする。対策基準では、基本方針の内容を受
け具体的なルールを記述し、組織の業務形態やシステム形態、情報セキュリティポリシー
の対象範囲や、既存文書との兼ね合いで記述項目は大きく変化する。
3.2.2. セキュリティポリシーの実装方法
システム管理者は、セキュリティポリシーを実装するため、以下の作業を行う2。具体的
には業務やポリシーの内容に応じて、実装すべき機能やレベルを選択する。
(1) サーバの要塞化
不要なサービスの停止、TCP/IP のアクセス制御、最新版へのアップロード、セキュリ
ティパッチの適用を行い、サーバを要塞化する。特に、セキュリティパッチの適用は、わ
ずか１週間対応が遅れただけで不正アクセスの被害に遭ったケースもあるので、関連情報
（脆弱性、対応パッチ等）には常に注意しておく必要がある。
(2) 利用者認証
ワンタイムパスワードやバイオメトリクスによるパスワードシステムの改善、PKI の活
用を通じて、利用者認証を強化する。
(3) ルータ、ファイアウォール
ルータやファイアウォールによりパケットをチェックし、外部からのアクセスを制限す

2情報処理振興事業協会セキュリティセンター「コンピュータシステムの実践的不正アクセス対策」
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るとともに、アクセス状況のログを収集する。ファイアウォールの設定は、セキュリティ
ポリシーに則って適切に行う。
(4) 暗号化
SSL（Secure Sockets Layer）や SSH（Secure SHell）、インターネット VPN（Virtual
Private Network）、暗号化電子メール等を導入して、通信データを暗号化する。
(5) IDS
ネットワークやホストの状態をリアルタイムに監視する IDS（Intrusion Detection
System）を導入して、侵入を検知できるようにする。監視したい対象や欲しい効果に応
じて製品の最適なタイプや設置場所が異なる。
(6) ウイルス対策ツール
ウイルス対策としては、ウイルス対策ツールの導入と運用が主流である。ウイルス対策
ツールは大きく分けて、サーバに搭載するタイプとクライアントに搭載するタイプがある。
ウイルス対策ツールについては、運用面で、ウイルス定義ファイルを頻繁に更新しないと
効果が期待できないことに留意しなければならない。

I-21

【参考１】セキュリティポリシーの例
I. 基本方針
1 ．声明
2 ．目的
3 ．情報セキュリティポリシーの位置付け
4 ．用語の定義
5 ．対象範囲
6 ．情報セキュリティマネジメント体制
7 ．準拠性
8 ．罰則
II.対策基準
1 ． 情報の取扱い
情報の重要度区分と重要度に応じた情報の管理方法等について
2 ． 物理セキュリティ
情報システムの設置条件や付帯設備等について
3 ． 要員セキュリティ派遣社員やアルバイトの管理、セキュリティ教育、啓発活動等につ
いて
4 ． 技術セキュリティ
○情報システムの管理者に要求される事項
アクセス管理、ユーザ管理、ネットワークセキュリティ等について
○情報システムの利用者に要求される事項
ウイルス対策、パスワード管理、行動規範等について
5 ． 情報システムの開発
情報システムを導入する際にセキュリティ上満足しなければならない
6 ． アウトソーシング
情報システムの開発や運用を外部委託する際のセキュリティ上の要件
等について
7 ． 事業継続計画
セキュリティ問題発現時の対応について
8 ． 変更管理
モニタリング、監査等について
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【参考２】（財）地方自治情報センター「インターネットを経由したコンピュータシステム
への不正アクセス及び、不正アクセス対策の基本的事項について」
○某 ISP のレンタル Web サーバに関するセキュリティ対策
(1) セキュリティ管理のされた通信機器室内にサーバを設置する。
システム管理者又はその立会いや許可を受けた者以外の部外者の立ち入りができない
よう、カード鍵管理を実施した通信機器室内にサーバを設置することでサーバの不正
操作を防いでいる。
(2) レンタル Web のサービスに不要なプログラムは動作させない
レンタル Web サーバのサービス領域に関し、アカウントを登録されたユーザのみ
FTP アクセスは許可するものの、それ以外のユーザによる FTP アクセスや、また
すべてのユーザからの telnet によるアクセスができないような設定を意図的に実施
している。
(3) HTTP、FTP などのログを記録する
万が一不正アクセスがあった場合にその痕跡を調査するため、HTTP、FTP など
のログを記録し、一定期間保持している。
(4) OS、ソフトウェアに修正ソフトを当て常にバージョンアップを行う
利用者はできるだけ早く、OS やサーバソフトウェアのセキュリティホール修正
ソフトやバージョンアップによって自ら防御する体制を用意する。
(5) CERT 等のセキュリティ情報を入手し、必要があれば対応する
不正アクセスに対応する活動、セキュリティ情報の収集と分析、再発防止策の検
討、情報の提供や普及などの業務を行う CERT/CC 等のセキュリティ情報を入手し
必要な対策を早急に講じる。
【参考３】東京大学大型計算機センター「ネットワーク上でのセキュリティ対策について」
○サーバシステムについて
・当該ネットワーク機器へのアクセス権限（不要なアカウントがないか、不要な ネット
ワークサービスが起動されていないか等）の見直しを行うこと
・アクセス権限を持つ利用者に対して、パスワードなどの認証用識別子に関する 教育活
動を行うこと（容易に類推可能なパスワードを不許可とすること、長期間に及ぶ認証識
別子の無変更に対するアラームを出すこと等）
・該当するネットワーク機器に関するセキュリティ対策情報を定常的に入手し、必要なパ
ッチ対策を怠らない体制を整えること
・SMTP (sendmail) 機能を必要とするサーバでは、SPAM 対策を行うこと
○クライアントシステムについて
・サーバシステムへのアクセスを行っている間は、クライアントシステムを不用意に他者
が利用可能な環境を作らないようにすること（スクリーンセーバの利用等）
○ネットワークセキュリティについて
・通信に直接に関与しないネットワーク機器が、他者間の通信を盗聴できないネットワー
ク環境にすること
・可能ならば、ルータ機器などで不要なサービスポートや不正なネットワークからのパケ
ットをフィルタにより通過させないように措置すること
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3.2.3. セキュリティポリシーに基づく運用方法
システム管理者は、セキュリティポリシーに則った形で管理・運用を実施する必要があ
る。
(1) システム構成、業務構成の管理
既存のシステム資産に関する情報を一元化し、全体規模を把握するとともに、ユーザ部
門において、許可されていないハードウェアが導入されていないか監視する。特に、モデ
ムなど、裏口として機能する可能性があるものについては厳重にチェックする。
また、ダウンロード等で入ってくる不正なプログラム埋め込みから保護するために、検
出ツールを導入する方向が考えられる。さらに、リモート管理を行う場合には、管理対象
の各コンピュータにおいて管理者以外のリモートアクセスを制御し、不正利用に備えるこ
とが望まれる。
さらに、情報システムを介さない部分の業務手続きの手順変更についても把握しておく
必要がある。
(2) ユーザ管理
ユーザ管理としては、まずユーザ ID／パスワードの管理やアクセス権の管理が重要で
ある。例えば、休眠アカウントの停止、不適切なパスワードの排除などを定期的に検査す
るとともに、ユーザ教育を通じて適切なパスワードの利用や盗難防止の意識を向上する
（(4)参照）。
また、ユーザの IT リテラシーの向上やシステムの利用状況についても把握しておくこ
とが望ましい。
(3) セキュリティ情報の収集
日々発表される脆弱性やセキュリティパッチ等のセキュリティ情報を定常的に収集し、
自社に影響が及ぶ場合には速やかに対処する。ただし、膨大な量をカバーする負担は大き
いことから、場合によっては、セキュリティサービス事業者への委託も選択肢に含めてお
く必要がある。
(4) エンドユーザの教育・啓発
セキュリティ水準を向上させるためには、技術だけでは不十分であり、関係者の理解と
協力が不可欠である。そこで、エンドユーザに対する教育・啓発活動が重要な意味を持つ。
セキュリティポリシーの遵守、ブラウザやメーラの安全な設定、ダウンロードまたは送
受信したファイルの安全性の検証、適切なパスワード管理、インシデント対応の手順の把
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握といった項目について、エンドユーザのセキュリティに対する意識の向上を図る。
実際には、説明会、社員研修、講習会、セルフラーニング等の形で繰り返し、教育効果
を高める必要がある。
(5) 不正アクセス監視
IDS 等を用いて、不正アクセスの監視を行う。ただし、現状のシステムでは、誤報や見
落としの発生が少なくないことから、システム管理者への負担が重くなることは否めない。
そこで、セキュリティベンダによる不正アクセス監視サービス（24 時間 365 日、IDS を
用いたログ監視、緊急対応等）を利用することも検討の価値がある。
(6) ログ管理
ログ管理は、運用段階での中核となる業務である。ファイアウォール、サーバ OS、IDS
等のログを、適切な形で、適切なタイミングで収集できるよう出力を設定する。例えば、
サーバのアクセスログの分析から、社内の不正行為が発覚したケースもある。実際の分析
では、ツールを使って分析する。さらに、ログを安全な形で保管する必要がある。なお、
ログ管理も場合によっては、セキュリティベンダへの委託を選択肢に含めておく必要があ
る。
(7) 外注管理
セキュリティの管理運用業務の一部または全部を外注する場合には、契約時に必要な項
目を双方で示し合い、緊急時の対応や責任の範囲について明確にしておく必要がある。
【参考４】内閣安全保障・危機管理室「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
○外部委託による運用契約
外部委託によって、情報システムを運用していく際の契約について明確にし、その場合
における確認体制を確立する必要がある。例えば、CERT/CC、JPCERT/CC 等からの
注意喚起情報（Advisory）が出た場合は直ちに情報セキュリティ担当課に連絡を行わな
ければならないこと、アクセス記録のチェックについて、危険度に応じて分類を行い重
要なものについては、緊急連絡網を通じて契約者に直ちに連絡すること等、運用時に行
う体制を定める。
(8) インシデント対応
(1)〜(7)は基本的に予防策であるが、それと合わせて、トラブル発生時にシステム管理
者が行うべき作業について明確にしておく。
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【参考５】JPCERT/CC「技術メモ – コンピュータセキュリティインシデントへの対応」
○インシデント対応の作業手順
1) 手順の確認
2) 作業記録の確認
3) 責任者、担当者への連絡
4) 事実の確認
5) スナップショットの保存
6) ネットワーク接続やシステムの遮断もしくは停止
7) 影響範囲の特定
8) 渉外、関係サイトへの連絡
9) 要因の特定
10)システムの復旧
11)再発防止策の実施
12)監視体制の強化
13)作業結果の報告
14)作業の評価、ポリシー・運用体制・運用手順の見直し

【参考６】内閣安全保障・危機管理室「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
○緊急時対応計画に盛り込むべき事項
(a) 連絡先
連絡先、連絡担当者、連絡手段を定める。
（例）情報集約担当者（連絡窓口）、情報資産管理部署・省庁内の連絡体制、
内閣官房内閣安全保障・危機管理室情報セキュリティ対策推進室、警察等
の関係機関、その他
(b) 事案の調査
侵害事案を把握するために必要な調査方法・項目を定める。
（例）症状の分類、原因の特定、被害・影響範囲の把握、記録
(c) 事案への対処
対処措置の判断基準、責任者、実施者、実施手順等を定める。
（例）連絡、ネットワークの切断、情報システムの停止、記録の取得（アクセス記録、
対処行動記録等）、復旧、再発の監視
(d) 再発防止の措置
事案の検証を行い、再発防止のための措置を定める。
（例）情報セキュリティ委員会への報告、当該事案に係るリスク分析、再発防止計画
の策定（ポリシー評価を含む。）
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3.3. エンドユーザ
エンドユーザが行うべき対策は、次のようにまとめられる。
(1) ツールの導入・設定
クライアント単位で導入するツールについて、ルールに従って適切な設定で導入する。
例：OS レベル

ファイルタイプの表示、ロック・パスワード保護の設定

ブラウザ

プログラムの自動起動設定の解除

メーラ

html の自動表示防止、添付ファイルの自動起動防止

アプリケーション

未承認ソフトウェアの排除

(2) 動作時の異常確認
動作時のシステムの挙動について、通常と異なる不審な動きがないか留意する。
例：電源を入れてから立ち上がるまでに異常な時間を要した
起動画面や動作ランプの点滅状況が通常と異なる
見知らぬファイルやアイコンができている
処理速度が急に遅くなる
社内ネットワークへのアクセスに失敗する
(3) バックアップ
非常時への備えとして、定期的にバックアップを行う。
(4) ファイル入手時の確認
ファイルのダウンロードは、ベンダの公式サイトや実績・定評のあるサイトから行う。
また、添付ファイル付きのメールは送信元や業務上必要なものであることを確認する。
さらに、入手したファイルは実行前にウイルスチェックを行う。
(5) ユーザ ID／パスワードの管理
ユーザ ID およびパスワードについては、その取り扱いに十分注意し、同僚も含め他
人には教えない。特にパスワードは暗記してメモには残さないこと、また定期的に変更
することが求められる。また、モバイル機器の ID/パスワードの管理には特に注意する。
(6) ウイルス定義ファイルの更新
ウイルスチェックに使用されるウイルス定義ファイルを頻繁に更新し、常に最新のも
のを使用するよう心がける。
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(7) インシデント対応
緊急時マニュアルに従い、以下の作業を実施する。
・状況の把握（記録、情報の保持、もしくは「そのまま」の状態を維持）
・各種連絡先への連絡
（システム管理者、セキュリティ担当者、ベンダやプロバイダの相談窓口）
・原因追求・原因除去
・マシンの復旧
（初期化、OS／アプリケーションのインストール、バックアップデータのコピー）
【参考７】内閣安全保障・危機管理室「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
○インシデント対応における留意事項
(1) 訓練の実施等
緊急時対応計画の円滑な実施のため、定期的に訓練を実施する。訓練の結果を踏まえ、
緊急時対応計画の評価・見直しを適切に実施する。
(2) 連絡における留意事項
連絡手段は、情報セキュリティ上安全なものを用いる。（重要な内容については、メー
ルを利用しないようにする等、盗聴等による脅威を増加させないようにする。）
情報セキュリティ上重要な任務を担う者は、24 時間連絡をとれる手段を複数用意する
ことが望ましい。
(3) 調査における留意事項
調査に時間をとられることによって、必要な連絡に遅れがあってはならない。
(4) 対処における留意事項
対処を実施する際に、責任者の許可無く担当者が実施できる範囲、責任者の許可が必要
な範囲を定める。また、責任者との連絡が不可能な場合の権限の委任、事後報告につい
ても考慮する。
(5) 再発防止計画
再発防止計画については、当該侵害に関するリスク分析の結果を踏まえ、ポリシー、各
種措置、緊急時対応計画、実施手順の評価・見直しに係る検討結果を具体的に示す。
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【参考８】名古屋大学「情報メディア教育センター利用心得」
エンドユーザが遵守すべき項目として以下のものをあげている。
（センター利用時の心得）
(1) 個人の情報を安全に守るために、利用のためのパスワードは、自分以外の者には知ら
せないこと、および知られないよう気をつけること。安全のために、機会あるごとに
自分で変更した方が良い。
(2) センターから交付された登録番号（ＩＤ）は、個人に与えられた貴重な権利であり、
他人に使用させたり、また使用されたりしないよう気をつけること。
(3) センターのハードウェアおよび備品を壊したり、紛失や汚損などしないこと。破損や、
紛失、汚損などを行った場合、またはその事実を発見した場合は、すみやかにセンタ
ー（内線−−）に届け出ること。このことによって、センターは利用者の快適な使用
環境をつねに保持することができる。
(4) センターのソフトウェアは、利用者全員の共有財産であるので、改変したり複写した
りすることは、絶対に行わないこと。
(5) つねに誠実な利用に心がけ、著作権法や他の法令に違反するような反社会的な行為を
行ってはならない。
(6) 情報メディア教育は、大学教育の発展を支えるものであるので、営利目的や、ネット
ワーク犯罪、有害な情報発信などの破廉恥な行為は行わないこと。また、ネットワー
ク上の詐欺情報に安易に乗って被害に遭わないよう注意すること。
(7) メディアを利用して他人の名誉を毀損したり、人権を侵害するような行為を行っては
ならない。情報メディアは、利用者の人格を磨き記録する場である。
(8) センターからの連絡は、掲示や電子ニュースによっても通知されるため、頻繁にこれ
らに目を通すように心掛けること。
（センター端末からの情報発信時の心得）
(1) 発信者が常に特定できるように氏名と確実な連絡先を明記すること。また発信者に確実
に連絡できるよう十分な情報を付記すること。互いに公明正大に情報発信することが、
ネットワーク使用の大切なマナーである。
(2) 特定の人に向けたはずの情報が第３者からはみられないという保証はない。このため、
クレジットカード情報などの機密情報を流さないようにすること。利用が承認されてい
ない学内外の計算機資源に接触を試みないこと。
【参考９】広島大学「ネットワーク市民の手引」
学生をはじめとする同大学の構成員向けに、禁止事項について説明している。その中にセ
キュリティ上の項目として、「友人とアカウントの貸し借り」「自分のパスワードの管理を
怠る」をあげている。さらに、心得として次の項目をあげている。
○パスワードの管理を適正に行う
・パスワードはできる限り暗記すること。メモに残すとしても、容易に人目に触れる
ようなところは避けること
・パスワードの中に、自分の電話番号や誕生日など、他の情報から推測されやすい数
字を用いることは避けること
・長期間同じパスワードを使い続けることは避けること
・与えられた初期パスワードのまま使い続けないこと
○自分のプライバシーを守るように配慮する
・自分の所有するファイルやディレクトリに、他人に参照されては困る情報を置く場
合には、自分しか見ることができないように鍵をかけること
・ホームページに掲載した個人情報が悪用されないよう、その内容には十分に配慮す
ること。特に、自宅の住所や電話番号を安易に掲載しないこと。
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第II編 個別詳細編

1. 情報セキュリティに対する脅威の現状
1.1. データで見る脅威の動向
1.1.1. 国内の動向
(1) 不正アクセス
2000年のコンピュータ不正アクセスに関する届出は、IPAセキュリティセンターで143件
（前年比260％）、コンピュータ緊急対応センター（JPCERT/CC）で2,232件（同283％）と、
どちらも前年の３倍近いペースで急増した。
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IPA が受け付けた不正アクセス被害届出件数の推移

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）
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図 II-2

JPCERT/CC が受け付けた不正アクセス報告件数の推移

（資料：JPCERT/CC

http://www.jpcert.or.jp/stat/reports.html）
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また、不正アクセス禁止法施行（2000 年 2 月 13 日）から 2000 年 12 月 31 日までに、警
察庁に報告のあった不正アクセス行為は 106 件であった。そのうち海外からの不正アクセ
ス行為であることが判明しているのは 25 件である。
被害に係る特定電子計算機のアクセス管理者別に見ると、プロバイダが 59 件と最も多
い。また、認知の端緒となっているのは、警察への届出等が 60 件、被疑者の取調べが 35
件であった。
表 II-１

不正アクセス行為の内訳（被害に係る特定電子計算機のアクセス管理者別）
特定電子計算機のアクセス管理者
プロバイダ
大学
情報通信企業
その他
計

認知件数
59
8
6
33
106

（資料：警察庁）

表 II-２

不正アクセス行為の内訳（認知の端緒別）

認知の端緒
アクセス管理者からの届出
利用権者からの届出
発見者からの通報
被疑者の取調べ
その他
計

認知件数
30
23
7
35
11
106

（資料：警察庁）

不正アクセス禁止法違反の検挙件数は 31 事件（67 件）、検挙人員は 37 人であった。こ
のうち不正アクセス行為（30 事件）中 29 事件が識別符号窃用型であり、残り１件がセキ
ュリティホール攻撃型であった。
表 II-３
事犯別
不正アクセス行為
不正アクセス助長行為
計

不正アクセス禁止法違反の検挙件数（2000 年）
検挙事件数
30
4
31
（重複 3）

（資料：警察庁）
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検挙件数
62
5
67

検挙人員
34 人
5人
37 人
（重複 2 人）

以下に、IPA セキュリティセンターの分析に基づき不正アクセスの傾向を紹介する。
(a)手口
2000年の不正アクセス被害届出（147件：重複4件を含む）の内訳は、侵入行為に係わる
攻撃等が67件、サービス妨害攻撃が6件、その他（ソーシャルエンジニアリング、サービス
の外部からの利用等）74件であった。
侵入行為に係わる攻撃等のうち、ポートスキャンや個別のサポートへのアクセスのチェ
ックといった侵入の事前調査に関する届出が24件、セキュリティホールやシステムの設定
内容を悪用した権限取得行為（侵入行為）に関する届出が43件（うち実際に侵入を受けた
ものは42件）であった。
また、メール中継の不正利用については、41件中実際に利用されたケースが40件、その
うち5件が侵入によるシステムの改ざんを受け利用されたものである。その他、2000年に特
徴的であったのがメールアドレス詐称で、26件の届出があった。
その他
(5件)

侵入準備
(24件)

詐称
(26件)
セキュリティ
ホール

侵入行為
権限取得
(43件)

パスワード
推測疑い
不明

サービス利用
(43件)
サービス妨害
(6件)

図 II-3

2000 年の不正アクセス被害届出の手口別分類（147 件：重複 4 件を含む）
（侵入後の隠蔽行為を除く）
（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）

(b)原因
実際に被害を受けた88件（侵入行為42件、メール中継利用41件、オープンプロキシ利用
等2件（うち5件は侵入行為と重複））における不正アクセスを許した原因は、「ID、パスワ
ード管理の不備」が5件、「古いバージョンの利用やパッチやプラグイン等の未導入」が27
件、「設定の不備（セキュリティ上問題のあるデフォルト設定を含む）
」が24件であった。
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ID、パスワー
ド管理の不備
(5件)
古いバージョ
ン・パッチ未
導入など
(27件)

不明
(32件)

設定不備
(24件)

図 II-4

2000 年の原因別分類（実被害のあった 26 件（重複 5 件含む）
）

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）

(c)攻撃・被害の対象
攻撃や被害の対象機器について分類すると、ファイアウォールが4件、メールサーバが66
件、Webサーバが19件、各種サーバ（DNS、web、mail等のサーバ。一台で複数機能を有する
ものを含む）が36件、クライアント（個人ユーザ環境）4件、その他・不明15件であった。

クライアント
(4件)

その他
(15件)

ファイア
ウォール(4件)

各種サーバ
(36件)

メールサーバ
(66件)

Webサーバ
(19件)

図 II-5

2000 年の攻撃・被害の対象機器別分類（144 件）

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）
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(d)被害内容
機器に対する実被害が発生した届出93件（対処に関わる工数やサービスの一時停止、代
替機の準備等に関する被害は除外）の被害内容は、メール中継に利用されたケースが44件
（うちサーバダウンを伴ったケースが6件、侵入行為によりシステムを改ざんされて利用さ
れたケースが4件）、侵入行為により被害を受けたケースが42件（メール中継の不正利用5件
を含む）、サービス妨害攻撃によるサーバダウン、サービス低下が9件であった。

サービス低下/
ダウン
(9件)

メール中継＆
サーバダウン
(17件)
メール中継
(44件)

侵入
(42件)

侵入＆メール
中継
(4件)

図 II-6

2000 年の被害内容別分類（実被害のあった 93 件）

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）

また、侵入行為（11件）に伴う被害内容（1件の侵入で複数の被害を含む）は、「Webファイ
ル以外のファイル等の改竄・破壊等」が26件、
「プログラムのインストールやシステムファ
イルの改竄、トロイの木馬などの埋め込み等」が19件、「Webファイルの改竄・破壊」が16
件、「不正アカウントの作成（追加）」が13件、「踏み台にして他のサイトにアクセス」が9
件、「メール中継の不正利用」が5件とされる。
（件）
（42件、複数被害を含む） 0

5

10

15

20

25

30

ファイル等の改ざん・破壊等
プログラム埋め込み
Webファイルの改ざん・破壊
不正アカウントの追加
踏み台にして他にアクセス
メール中継

図 II-7

1999 年の侵入行為に伴う被害内容

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）
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(2) コンピュータウイルス
IPAセキュリティセンターにおけるコンピュータウイルスの届出件数の推移を図1‑8に示
す。
2000年は11,109件と年間で過去最高の届出件数となった。ただし、届出のうち実際に感
染が起きた件数は1998年には８割を占めていたが、2000年には２割に留まっている。これ
は、企業を中心としてウイルス対策ソフトの導入等、ウイルス対策の浸透により、感染前
に発見対処が成されるようになったためである。
ウイルスのタイプとしては、W32/MTXやVBS/LOVELETTER等が多く届出られたことにより、
メール悪用ウイルスの割合が倍増、届出のあったウイルスの合計の65.5％を占めている。
また、実際の感染ルートも、メールの割合が急増しており、海外からのメールによるケー
スを含めると全体の90％を占める。メール悪用ウイルスは、伝染力が強化されていること、
高シェアのメーラーソフトを媒体とするタイプが多いこと、ウイルスを動作させるための
工夫がなされていることなどが要因となって、急速な繁殖を招いた。欧米では、金銭的な
被害も大きいと見られている。

3000

1999年
(3645件）

2778

2000年
(11109件）

2440

2500
2203
2000

1567
1476

1500
900
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700
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198251

455
405
332
341306385299
219238
216

461 414490476

459

676
556

0
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8

9 10 11 12

1

2

1998年
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8

9 10 11 12

1999年

IPA が受け付けたコンピュータウイルス届出件数の推移

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）
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1

2

3

(月)

2000年

(3) ハイテク犯罪検挙数
ハイテク犯罪（コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪）の検挙件数を図１
−９に示す。2000年の検挙件数は559件で、1999年から57％増となった。その内訳は、「わ
いせつ物頒布等」が154件、「児童売春・児童ポルノ法違反」が121件で、合わせて検挙件数
全体の約５割を占めている。また、2000年２月に不正アクセス禁止法が施行され、同法違
反で31件が検挙されている。
(件）
600

559

500
415
400

357

300

262
176

200
110
100

63

32

0
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

図 II-9

表 II-４

ハイテク犯罪の検挙件数の推移

2000 年のハイテク犯罪の検挙件数の内訳

コンピュータ、電磁的記録対象犯罪
電子計算機使用詐欺
電子計算機損壊等業務妨害
電磁的記録不正作出・毀棄
ネットワーク利用犯罪
わいせつ物頒布等
児童売春・児童ポルノ法違反
詐欺
名誉毀損
著作権法違反
その他
不正アクセス禁止法違反
合
計

1999
110件
98件
7件
5件
247件
147件
9件
23件
12件
21件
35件
‑
357件

2000
増減
44件 ▲ 66件
33件 ▲ 65件
2件 ▲
5件
9件
4件
484件
237件
154件
7件
121件
112件
53件
30件
30件
18件
29件
8件
97件
62件
31件
31件
559件
202件

（資料：上下とも警察庁「平成12年中のハイテク犯罪の検挙状況について」,
http://www.npa.go.jp/hightech/arrest̲repo/kenkyo̲2000.htm）
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1.1.2. 海外の動向
(1) 不正アクセス
米国コンピュータ緊急対応センター（CERT/CC）が受け付けた米国における不正アクセス
報告件数の推移を図1‑9に示す。このデータは、必ずしも不正アクセスそのものの発生状況
を示しているわけではないが、2000年の報告件数は、1999年に急増したペースをさらに上
回る勢いで増加した。この背景には、2000年２月に発生した米有力ポータルサイトへのDDoS
攻撃の影響がある。この事件によって、ネットバブルに酔いしれていた米国社会はいきな
り冷水を浴びせられた形となり、ネットワークに依存する情報化社会の脆弱性を改めて認
識させられたのである。

図 II-10

CERT/CC が受け付けた不正アクセス報告件数の推移

25,000

報告件数（件）

20,000
15,000
10,000
5,000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
年
（資料：CERT/CC

http://www.cert.org/stats/cert_stats.html）
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(2) コンピュータウイルス
IPA が米国・ドイツ・イギリス・韓国・シンガポールにおいて実施したコンピュータウ
イルス被害状況調査によると、1999 年 12 月から 2000 年 11 月までの１年間に感染したこ
とのある組織の割合は韓国では 62.9％、台湾では 53.8％と過半数を超えているのに対して、
米国では 32.4％に留まっており、各国・地域で違いを見せている。
ウイルス発見の経緯としては、米国及び韓国では「電子メールの件名、本文、添付ファ
イル名などで判断」が最も多く、台湾・シンガポール・香港では「ワクチンソフトによっ
て」が最も多い。特に香港では過半数、シンガポールでも３割以上が「ワクチンソフトに
よって」発見されている。

米国

32.4%

n=384

67.6%

韓国

62.9%

台湾

37.1%

53.8%

シンガポール

46.2%

45.4%

香港
0%

40%
感染あり

図 II-11

n=476

61.3%

20%

60%

80%

感染なし

海外のウイルス感染被害率

（資料：IPAセキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/）
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n=483

n=586

54.6%

38.7%

n=453

100%

(3) 米国企業における被害経験
(a)セキュリティに対する脅威の傾向
米Information Security Magazine誌の調査によると、米国のユーザ企業が経験したこと
のある脅威のうち特徴的な傾向として、「Virus(ウイルス)」（80％）、「Employee abuse
access controls (従業員の悪用)」（58％）の割合が高い。また、「Physical theft,sabotage
or intentional destruction of computng equipment(insiders)内部の人間によるコンピ
ュータ機器の（物理的な窃盗、サポタージュ、故意の破壊）」については、23％から42％に
急増している。

(%)
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20

40

60

Employee abuse of
computer access
controls
Physical theft,sabotage
or intentional
destruction of
computing
equipment(insiders)
Electronic theft,
sabotage or intentional
destruction/disclosure
of proprietary data or
informaiton(insiders)

80

100

52%
58%

23%
42%

17%
24%

77%

Viruses

80%

*1999 figures from 1999 information Security survey.

1999

2000

図 II-12 米ユーザ企業におけるセキュリティに対する脅威の経験
（資料：米Information Security Magazine, ”The 2000 Information Security Industry Survey”, 2000.9）
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(b)コンピュータ・システムの不正使用、攻撃もしくは誤使用
CSIとFBIの共同調査によると、直近12カ月の間にコンピュータ・システムの不正使用を
経験した企業は、2001年には前年より比率は若干下がったものの、回答企業532社の64％を
占めている（図1‑13）。また、直近12カ月の間に発見された攻撃もしくは誤使用のタイプに
ついては、「Virus（ウイルス）」「Insider abuse of Net access（内部者によるネットアク
セスの濫用）」が9割超と、大半の企業で発生していることがわかる。また、「System
penetration（システムへの侵入）」が2000年の25％から2001年には40％まで増加した（図
1‑14）。

Unauthorized use of computer
systems within the last 12 months?

Percentage of Respondents

80

1996

70

1997

70
64

62

1998

64

1999

60

2000
2001

50

50
42
37

40

33

30

25
21
18 17
16

20

19 18

21
12

11

10
0

YES

NO

DON'T KNOW

1996: 410 Respondents/96%
1997: 391 Respondents/69%
1998: 515 Respondents/99%
1999: 512 Respondents/98%
2000: 585 Respondents/91%
2001: 532 Respondents/99.6%

図 II-13 直近 12 カ月におけるコンピュータ・システムの不正使用
（資料：Computer Security Institute,”2001 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey”, 2001.3）
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Types of attack or misuse detected
within the last 12 months
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図 II-14 直近 12 カ月に発見された攻撃もしくは誤使用のタイプ
（資料：Computer Security Institute,”2001 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey”, 2001.3）
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(c)被害金額
CSIとFBIの共同調査によると、サイバー攻撃で金銭的な損失を受けたとする回答は78％
であったが、被害金額を把握しているのはそのうち37％に過ぎない。その合計は196機関に
おいて3億7,783万ドルであった。1機関あたりの平均被害金額は192.8万ドルで、前年のほ
ぼ2倍にまで増加している。
特に被害の大きいのは「Theft of proprietary info（情報の盗難）」の1億5,123万ドル
と、「Financial fraud（経理データの改竄）」の9,294万ドルである。

Dollar amount of losses by type
Unauth. insider
access
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$151,230,100

Theft of
proprietary info.
Telecom
fraud

$904,100

Financial
fraud
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Virus
Laptop
theft

$8,849,000

Insider net
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$35,001,650

Denial of
service

$4,283,600

Sabotage

$5,183,100

System penetration

Telecom
eavesdropping

$19,066,600

$866,000

Active
wiretapping

図 II-15

サイバー攻撃による被害額

（資料：Computer Security Institute,”2001 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey”, 2001.3）
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2. 法制度の現状
2.1. 国内の最新動向
国内においては、1995 年を初年度とする「行政情報化推進計画」が閣議決定され、これ
に伴い情報通信に関する基本方針の策定、法制度の見直し、電子商取引、情報セキュリテ
ィに関する様々な問題の検討が行われ始めた。1999 年 9 月には、ハッカー（コンピュー
タに不正なアクセスを行う者）やコンピュータウイルス、サイバーテロ等の攻撃から、官
民のコンピュータシステムを保護するための情報セキュリティ対策の検討を目的とする
「情報セキュリティ関係省庁局長等会議」が内閣に設置され、2000 年 1 月 21 日に「ハッ
カー対策等の基盤整備に係る行動計画」が決定された。さらに、2000 年初頭に相次いで発
生した官庁ホームページの改竄事件を契機に、2000 年 4 月に高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部の基に情報セキュリティ対策の体制が整備され、内閣安全保障・危機管
理室に情報セキュリティ対策室が設置され、専門家調査チームが置かれた。さらには、官
民における情報セキュリティ対策の推進を図ることを目的に、民間有識者からなる情報セ
キュリティ部会が設置された。
本章では、こういった体制（図２−１参照）に基づき、急速に整備されつつある国内の
ネットワークおよびセキュリティ関連の法律、ガイドライン、政策について、2000 年 3
月以降に施行、発表されたものを対象に（表２−１参照）その詳細について述べる。
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内

閣

高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部（IT本部）

IT基本法

情報セキュリティ
関係省庁局長等会議

ハッカー対策等の
基盤整備に係る行動計画

省庁局長クラス

安全保障・危機管理室
E‑Japan重要計画

セキュリティポリシーに
関するガイドライン
情報セキュリティ部会
（＊1）

情報セキュリティ対策室
専門家調査チーム

各省庁

セキュリティ
ポリシー
(*1)：2001年1月22日以降、
情報セキュリティ専門調査会
電子署名法
（総務省、経済産業省、法務省）
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情報通信ネットワーク
安全・信頼性規準
（総務省）

日本におけるセキュリティ対策の体制
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重要インフラの
サイバーテロ対策に係る
行動計画

表 II-5
区

分

名

セキュリティ関連法律／ガイドライン／政策 一覧

称

高度情報通信ネットワーク社会形
成基本法（IT 基本法）
法律
電子署名及び認証業務に関する法
律（電子署名法）
情報通信ネットワーク安全・信頼性
規準

担当組織

ガイド

http://www.kantei.go.j
2001 年 1 月 6 日 施行

会推進戦略本部

p/jp/it/kihonhou/honbu

（IT 戦略本部）

n.html

総務省

http://www.meti.go.jp/
2001 年 4 月 1 日 施行

経済産業省

policy/netsecurity/digi
talsign.htm

法務省
総務省 郵政事業庁

情報セキュリティ対策推進室

2000 年 6 月 18 日 ハッカー対策など追加
2001 年 2 月 21 日 危機管理政策追加
2000 年 7 月 18 日発表

http://www.radio-oper
ators.net/telecom/nwa
nzen1.html
http://www.kantei.go.j

2000 年 12 月に各省庁毎のセキュリティポ p/jp/it/security/taisaku
リシー策定の予定

/guideline.html
http://www.kantei.go.j

ライン
／政策

URL

要

高度情報通信ネットワーク社

セキュリティポリシーに関するガ 内閣安全保障・危機管理室
イドライン

概

重要インフラのサイバーテロ対策 内閣安全保障・危機管理室
に係る特別行動計画

情報セキュリティ対策推進室

2000 年 12 月 15 日発表

p/jp/it/security/taisaku
/2000_1215/1215action
plan.html

e-Japan 重点計画

高度情報通信ネットワーク社
会推進戦略本部

http://www.kantei.go.j
2001 年 3 月 29 日 発表

p/jp/it/network/dai3/jy
uten/index.html
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2.1.1. 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（「IT 基本法」）
１）目的
すべての国民が IT（情報技術）の恩恵を受けることができる社会の実現を目標に、高度
情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的と
する。
２）経緯
2000 年 9 月に募集されたパブリックコメントの結果を踏まえ、2000 年 10 月 17 日に閣
議決定、2000 年 11 月 29 日の国会で成立され、2001 年 1 月 6 日 に施行された。
３）概要
IT 基本法では、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策策定にあたっての基
本理念及び基本方針を定めるとともに、国及び地方公共団体の役割を明らかにしている。
また、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の設置を定めている。
IT 基本法では、今後集中的に取り組む必要のある重点政策分野として「超高速ネットワ
ークインフラ整備および競争政策」、「電子商取引と新たな環境整備」、
「電子政府の実現」、
「人材育成の強化」を挙げており、これに基づき、基本方針として以下の 8 項目が定めら
れている。
①高度情報通信ネットワークの拡充、コンテンツの充実、情報活用能力の習得の一体的
推進
②世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、公正な競争の促進その他の措置
③国民の情報活用能力の向上及び専門的人材の育成
④規制改革、知的財産権の適正な保護・利用等を通じた電子商取引の促進
⑤電子政府、電子自治体の推進（行政の簡素化、効率化、透明性の向上）
、公共分野の情
報化
⑥ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護
⑦創造性のある研究開発の推進
⑧国際的な協調及び貢献（国際規格の整備、対ＬＤＣ協力）
今後 IT に関する政策はこの IT 基本法に定められた基本理念及び施策の基本方針に沿っ
て策定される。各施策については、原則として具体的目標及び達成期限を明記した上で、
インターネット等により公表することとなっている。また、実施された施策についてはそ
の目標の達成状況を適宜調査し、これについても公表すること定められている。
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2.1.2. 電子署名及び認証業務に関する法律（「電子署名法」）
１）目的
電子署名・認証に関する法整備は、国の高度情報通信社会の実現に向けた取り組みの 1
つであり、電子署名の円滑な利用の確保により電子商取引および情報処理の促進を図ると
ともに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
２）経緯
2000 年 5 月 24 日に国会で可決・成立し、同年 5 月 30 日に公布、2000 年 11 月 20 日か
ら 12 月 18 日に実施されたパブリックコメントの結果を踏まえ、2001 年 4 月 1 日に施行
された。これにより認定業務のうち一定の水準を充たすものは経済産業大臣、総務大臣お
よび法務大臣の認定を受けることができる認定制度が導入される。認定制度の導入にあた
っての詳細事項については関連省令によって定められることとなっており、2001 年 2 月
28 日に「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」が、2001 年 3 月 1 日に「電子署
名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令」が公布されるととも
に、指定調査機関（申請のあった認証業務に関する設備などの実地調査を行う）として財
団法人日本品質保証機構が指定された。指定調査機関による調査の方針については 2001
年 4 月 2 日「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関の調査に関する方
針」が公布され、実際の認定申請の業務は、2001 年 4 月 2 日より開始された。
３）概要
日本における電子認証基盤は政府認証基盤（GPKI）、商業登記に基礎を置く電子認証、
民間の認証局によって構成されており、「電子署名及び認証業務に関する法律」において民
間の認証局に対する任意の認定制度導入などが定められている。その内容は以下の３つの
部分で構成されている。
・

電磁的記録の真正な成立の推定

・

特定認証業務に関する認定の制度

・

その他必要な事項

(a)電磁的記録の真正な成立の推定
民事訴訟法題 228 条第 4 項による手書き署名、押印に対する真正な成立の推定と同様の
仕組みを電子署名にも導入し、電子署名及び認証業務に関する法律第 3 条で規定している。
(b)特定認証業務に関する認定の制度
認証業務（電子署名が本人のものであること等を証明する業務）に関し、一定の水準（本
人認証方法等）を充たすものは国の認定を受けることができることとし、認定を受けた業
務（特定認定業務）についてその旨表示することができることとするほか、下記に示す認
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定の要件、認定の受けた者の義務等が定められている。
・

ハードウェアとしての設備のセキュリティ

・

利用者の真偽確認の方法

・

業務管理機構

・

業務の分散

・

情報の適切な開示

特定認定業務を行う者に対する認定は国が行うこととなっているが、実際の調査につい
ては国による指定調査機関が行うことも可能であるとされており、経済産業省、総務省、
法務省はこの指定調査機関として財団法人日本品質保証機構を指定している。また、外国
の認証事業者が認定を受けることも可能である。
(c)その他必要な事項
その他の事項としては、主務大臣による調査・研究、国による教育活動・広告活動、国
家公安委員会の役割が規定されている。電子署名・認証に関連する犯罪の防止にあたって
は、国家公安委員会が担当することとなっている。

2.1.3. 情報通信ネットワーク安全・信頼性規準
１）目的
情報通信ネットワーク安全・信頼性規準は、通信の安定的な提供、通信の疎通の確保、
通信の秘密の保護などにより情報通信ネットワークを取り巻くさまざまな脅威やネットワ
ークの耐力を強化し、その機能の安定的な維持を図ることを目的とする。
２）経緯
昭和 63 年に郵政省（現総務省）により定められたガイドラインである。 2001 年 2 月
21 日、総務省はこの規準に対し、サイバーテロが発生した場合の電子通信事業者における
危機管理計画作成のための指針などの情報セキュリティ対策を追加するための改定案を公
表した。これは、政府機関などにおけるホームページの改竄が多発したことを受けて開催
された「電子通信事業におけるサイバーテロ対策検討会」における検討結果を踏まえたも
のであり、パブリックコメントの結果を踏まえ、2001 年 7 月 1 日から施行される予定で
ある。
３）概要
この規準においては、情報通信ネットワーク全体からみた対策項目（表２−２参照）に
ついて網羅的に整理、検討を行い、ハードウェア及びソフトウェアに備えるべき機能やシ
ステムの維持と運用まで総合的に取り入れるとともに、ハッカーやコンピュータウイルス
への取組を講じるよう、情報セキュリティ対策を定めている。
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表 II-6

情報通信ネットワーク安全・信頼性規準における対策項目

（出典：http://www.radio-operators.net/telecom/nwanzen1.html）
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2.1.4. 情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
１）目的
情報セキュリティポリシーに関するガイドラインは、各省庁の情報システムにおけるセ
キュリティ対策をとりまとめる情報セキュリティポリシー策定のためのガイドラインであ
り、各省庁において 2003 年までに電子政府の基盤としてふさわしいセキュリティ水準を
達成することを目的とする。
２）経緯
2000 年 1 月に情報セキュリティ関係省庁局長等連絡会議で決定された「ハッカー対策
等の基盤整備に係る行動計画」に基づき、2000 年 4 月に情報セキュリティ部会の下に、
民間有識者からなるセキュリティ対策 WG が設置された。この WG における検討を踏ま
え 2000 年 7 月に策定された。各省庁においては、このガイドラインを踏まえ、2000 年
12 月を目標に情報セキュリティポリシーを策定することとなっている。
2001 年 4 月現在、各省庁毎の情報セキュリティポリシーに関しては、公表されていない。
３）概要
情報セキュリティポリシーに関するガイドラインは、
・ 政府のセキュリティ対策の基本的な考え方
・ ポリシー策定の手順を示したガイドライン
・ 各省庁の情報システムにおける必須対策をとりまとめたポリシーの例等の付録
の 3 つの部分から構成される。
また、情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおける情報セキュリティポリ
シーの体系は、図２−２に示すような階層構造で示されており、上記の政府の情報セキュ
リティの基本的な考え方に従い、順に「（各省庁）基本方針」、「（各省庁）対策基準」及び
「（各省庁）実施手順」となっている。ガイドラインにおいては「（各省庁）基本方針」及
び「（各省庁）対策基準」を示し、「実施手順」については各部局で策定し文書化して定め
ることとされている。
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図 II-17

情報セキュリティポリシーの構造

（出典：http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guideline.html）

このガイドラインに基づき作成される情報セキュリティの主な概要は以下のとおりであ
る。
・策定された情報セキュリティポリシーについては定期的に評価し、策定〜導入〜
運用〜評価・見直しといった実施サイクルを繰り返すことにより高いセキュリテ
ィ水準を実現すること。
・政府の緊急対処および情報セキュリティ関連の人材育成や研究開発について、政
府内および官民の協力・連携体制を確立・強化すること。そのために情報セキュ
リティに関する最高責任者を定めるとともにその下に情報セキュリティ委員会を
設置すること。
・情報セキュリティ確保のために必要な措置について以下の観点から総合的、体系
的に実施すること。
−物理的セキュリティ：施設・設備を保護する出入り管理等
−人的セキュリティ：職員に対する教育・訓練、パスワード管理等
−技術的セキュリティ：ネットワーク管理、ウイルス対策等
−運用：システムの監視、緊急時対応計画の策定
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2.1.5. 重要インフラのサイバーテロ対策に係る特別行動計画
１）目的
サイバーテロなど、情報通信ネットワークや情報システムを利用した、国民生活や社会
経済活動に重大な影響を及ぼす可能性がある攻撃から、重要インフラを防護することを目
的とする。
２）経緯
2000 年 1 月に情報セキュリティ関係省庁局長等連絡会議で決定された「ハッカー対策
等の基盤整備に係る行動計画」に基づき、2000 年９月に情報セキュリティ部会の下に、民
間有識者からなるサイバーテロ対策 WG が設置された。この WG における検討を踏まえ
2000 年 12 月 15 日に策定された。この行動計画は、官民の連絡・連携体制の確立を中心
としてとりまとめられた初めてのサイバーテロ対策であり、定期的および必要に応じて見
直しを実施することとされている。
３）概要
特別行動計画で対象とする情報インフラ分野は、当面、情報通信、金融、航空、鉄道、
電力、ガス、政府・行政サービス（地方公共団体を含む。
）の 7 分野としており、サイバ
ーテロ対策として以下の５点を挙げている。
・被害の予防（セキュリティ水準の向上）
重要インフラの情報システムのリスク分析を行うことにより、民間重要インフラ分野お
よび電子政府構築に向けた恒常的なセキュリティ水準の向上を図る。
・官民の連絡・連携体制の確立・強化
セキュリティ情報、警報情報の共有、予防・対処などを連携して行うための官民におけ
る連絡・連携体制の確立・強化を推進する。
・官民連携によるサイバー攻撃の検知と緊急対処
サイバー攻撃を受けた場合の緊急時対応計画、情報連絡手順などを策定するとともに、
官民が連携した対処能力の強化を推進する。
・情報セキュリティ基盤の構築
人材の育成、研究開発、普及啓発、法制度の整備などの情報セキュリティ基盤の構築を
推進する。
・国際連携
国境を越えたサイバー攻撃に備え適切な対処を行うために、政府および民間重要インフ
ラ事業者は国際的な連携を推進する。
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2.1.6. e‑Japan 重点計画
１）目的
e-Japan 重点計画は、前項で記述した「IT 基本法」に基づき、日本における IT 国家戦
略として「e-Japan 戦略」を具体化し、高度情報通信ネットワーク社会の形成のために政
府が迅速かつ重点的に実施すべき施策の全容を示したものである。
２）経緯
2001 年 1 月 22 日に開催された第 1 回の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部会
議において決定され、2001 年 3 月 8 日から 3 月 20 日に実施されたパブリックコメントの
結果を踏まえ、3 月 29 日に公表された。さらに、2001 年 6 月 26 日には、「e-Japan 重点
計画」を各府庁の 2003 年度の施策に反映させることを目的とした「e-Japan2002 プログ
ラム」（平成 14 年度 IT 重点施策に関する基本方針）が公表された。
３）概要
e-Japan 重点計画では、高度情報通信ネットワーク社会の実現のために特に重点的に施
策を講ずべき分野として、以下に示す 5 つの分野が挙げられている。
(a)世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成
(b)教育及び学習の振興並びに人材の育成
(c)電子商取引等の促進
(d)行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
(e)高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保
セキュリティ関連の事項に関しては、「(v)高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼
性の確保」で、2005 年までに安全で信頼性の高いネットワーク・セキュリティが確立され
るよう、個人情報保護法制等の制度面、暗号技術等の技術面、緊急対処体制の整備等の体
制面の各面で必要な施策を推進することが示されている。
「e-Japan2002 プログラム」においては、特に電子政府におけるセキュリティ体制やサ
イバーテロに対する対応体制の構築、民間におけるセキュリティ水準の向上などを図るこ
ととし、具体的な重点施策項目を示すとともに、各施策毎に担当省庁が示されている。
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表 II-7

「e-Japan2002 プログラム」で示されたセキュリティ関連の重点施策項目

重点施策項目
概要
信頼性の高い「電子政府」の 電子政府における情報セキュリテ
構築
ィに関する支援、評価・監査、緊
急対応を行う体制の検討
セキュリティポリシーの継続的な
評価・見直し手法の検討
地方公共団体の情報セキュリティ
支援
サイバーテロ対策の強化
情報共有のためのデータベースの
構築・機能強化
人材育成
体制整備
国際連携
情報セキュリティの意識の 民間イニシアチブ連携のための枠
向上
組みの整備
人材育成プログラム支援
民間部門における情報セキ 民間への情報提供・受入・指導助
ュリティ対策への支援
言機能の強化
相談受付業務の充実
ハイテク犯罪対策のための体制強
化
普及啓発活動および情報セキュリ
ティ対策促進のための支援
情報セキュリティに係る基 基盤技術の開発および政府他部
盤技術の開発
門・民間への公開
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担当省庁
内閣官房

内閣官房
総務省
内閣官房、警察庁、防衛
庁、金融庁、総務省、経
済産業省、国土交通省

総務省、文部科学省、厚
生労働省、経済産業省
警察庁、総務省、経済産
業省

総務省、経済産業省
警察庁、防衛庁、総務省、
文部科学省、経済産業省

2.2. 国内外の現状
本章においては、セキュリティに関する国内外の法制度の現状について、以下のような
分野に分類し、その内容について述べる。
攻撃者からの安全性を確保するもの
不正アクセス
コンピュータウイルス
個人/法人の権利を保護するもの
機密情報漏洩
個人情報保護
著作権保護
電子署名
災害等から安全性を確保するもの
災害被害
2.2.1. 不正アクセス
各国の不正アクセスを禁止する法律では、コンピュータに単に接続を試みる行為から、
無権限アクセス、データの窃盗・破壊・削除・改変など侵害結果まで含める行為と、多様
な形態に対して処罰の対象としている。
国内では、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が 1999 年 8 月 6 日に通常国会に
て可決され、2000 年 2 月 13 日に施行された。同法では、不正アクセス行為を禁止し、そ
の違反に対して罰則（一年以下の懲役または 50 万円以下の罰金）を設けている。また、
他人の識別符号を無断で提供する等の不正アクセス行為を助長する行為についても禁止し、
違反に対しては罰則（30 万円以下の罰金）を設けている。今までも、不正アクセスを行っ
て業務を妨害した者や、他人になりすまして利用料金を課金させた者に対して、「電子計算
機損壊等業務妨害罪（刑法 234 条）」や「電子計算機使用詐欺罪（刑法 246 条）」が適用さ
れてきた。新法は、無権限使用、無権限アクセス、コンピュータ侵入といった不正アクセ
スの予備行為を処罰の対象としている。
米国では、1996 年に合衆国連邦法（USC）が改正され、金融機関もしくは合衆国政府
のコンピュータに対する不正アクセスを処罰の対象としている。接続の試みは含まれない
が、無権限アクセスからコンピュータ侵入、侵入後の妨害行為・破壊行為といった不正使
用までが処罰の対象となる。損害の大きさによって 20 年までの禁固刑が科される。
米国の州法レベルでは、カリフォルニア州が幇助・教唆といった助長行為も処罰の対象
としている。ウェスト・バージニア州は、「他人の労働、給料、信用、金融情報」といった
個人情報を無権限でコンピュータネットワークにアクセスして調査する行為に対しても、
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罰金 500 ドル以下という軽罪ではあるが有罪としている。サウス・カロライナ州は、「コ
ンピュータハッキング｣の定義規定と処罰規定を設けている。ハッキングを試みる接続に対
して、200 ドル以下の罰金もしくは 30 日以下の拘禁刑を科している。
カナダでは、1993 年に改正された刑法典の 342 条および 430 条のコンピュータの不正
使用において、犯罪を実行する目的で、コンピュータを使用する、もしくは使用されるよ
うな状態にする行為に対して、10 年以下の拘禁刑を科している。
イギリスで 1990 年に制定された「1990 年コンピュータ不正使用法」では、無権限のア
クセスによってコンピュータに蓄積されたプログラムまたはデータにアクセスする意図を
持ってコンピュータを操作した場合、6 ヶ月以下の懲役または罰金を科している。
フランスで 1988 年に制定された「情報処理関連不正行為に関する 1988 年 1 月 5 日の
法律第 88-19 号」では、不法にシステム全体または一部にアクセスし、滞留する行為に対
して 1 年以下の禁固刑および 10 万フランの罰金を処するとなっている。この法律は、刑
法の部分的修正という立法形式を取らず、新たに刑法に特別の規定を設けることで対応す
るものであった。1992 年には、刑法典 323 条として改正された。
マレーシアやオーストラリアでは、米国のサウス・カロライナ州のように、ハッキング
行為に対して処罰の対象としている。
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表 II-8

不正アクセスに関する法律の比較（1）

法律の名国称

対象及び範囲

日本

不 正 ア ク セ ス行 為 の 禁 止
等に関する法律

電気通信回線に接続している電子計算機
の電気通信回線を通じて行われる不正ア
クセス行為（1、2 条）

○

○

米国

合衆国連邦法 1030 条 コ
ンピュータと関係する詐欺
及び関連行為

・金融機関若しくは合衆国政府が排他的に
利用するコンピュータ
・州際取引又は外国との取引若しくは通信
において利用されるコンピュータ（1030 条
(e)項（2）号)
州の範囲内にあって合法的にそのコンピュ
ータ、コンピュータシステム及びコンピュー
タデータを利用しているすべての金融機
関、企業、政府機関、その他の者（502 条
(a)項）
州内における違反者、侵害された保有者、
アクセスがなされた開始地、仕向地、また
は、経由地（§61-3C-18）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

サウス・カロライナ州刑法
典 16 条コンピュータ犯罪法

州内における違反行為および違反行為を
構成したコンピュータ、コンピュータシステ
ム、コンピュータネットワーク、または、その
構成部分の保有者もしくは賃借人（§
16-16-30）

○

II-29

個人情報の探査行為

名

カリフォルニア州刑法典
502 条 コンピュータ、コン
ピュータシステムおよびコン
ピュータデータに対する無
権限アクセス
ウェスト・バージニア州刑法
典 61 条 コンピュータ犯罪
及び濫用法

助長行為

サービスの窃盗

不正使用

サービスの妨害

コンピュータ侵入

無権限アクセス

接続のみ

処罰の対象となる不正行為

罰則

○

・不正アクセス行為に対しての罰則が一年
以下の懲役または50万円以下の罰金
・助長行為に対しては罰則 30 万円以下の
罰金
重罪かどうかによって、18 編「犯罪及び刑
事手続」の定める罰金若しくは 20 年を超え
ない拘禁刑又はその併科、または罰金若し
くは 20 年を超えない拘禁刑又はその併科

○

○

罪状の大きさにより、10,000 ドル以下の罰
金、16 ヶ月、2 年もしくは 3 年の州刑務所で
の懲役、または 5,000 ドル以下の罰金、1 年
以下の郡刑務所内拘禁

○

○

○

○

○

○

○

最も重いもので、10,000 ドル以下の罰金、も
しくは、10 年以下の懲役場内拘禁

重罪の有罪判決の場合、125,000 ドル以下
の罰金もしくは 10 年以上の拘禁刑

表 II-9

不正アクセスに関する法律の比較（2）

1989 年コンピュータ犯罪法

○

○

不法に、データ自動処理システムの全部も
しくは一部にアクセスし、または、そこにと
どまる者
人種または国籍の如何を問わず、どのよう
な者に関しても、マレーシア国内と同様に
マレーシア国外においても効力を有する
連邦によって所有され、リースされ、または
管理されているコンピュータシステムまた
はその一部

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

罰則

○

○

10 年以下の拘禁刑

○

○

6 ヶ月以下の懲役または 2,000 ポンドの罰金

○

○

３年の拘禁刑または 300,000 フランの罰金
刑

○

○

個人情報の探査行為

オーストラ
リア

ハッキングやコンピュータウイルス

助長行為

マレーシ
ア

○

サービスの窃盗

フランス

コンピュータの不正使用全般

不 正 使 用 ︵破 壊 ︑消
去︑変更等︶

英国

刑法典の 342 条および 430
条のコンピュータの不正使
用
1990 年コンピュータ不正使
用法
情報処理関連不正行為に
関する 1988 年 1 月 5 日の
法律第 88-19 号
1997 年コンピュータ犯罪法

対象及び範囲

サービスの妨害

カナダ

法律の名称

コンピュータ侵入

無権限アクセス

接続のみ

国名

処罰の対象となる不正行為

○

○

50,000 リンギット以下の罰金もしくは５年以
下の懲役
・無権限アクセスに対しては6ヶ月以下の懲
役刑
・データの破壊に対しては、10 年以下の懲
役刑

2.2.2. コンピュータウイルス
国内のコンピュータウイルス対策としては、通産省（現経済産業省）が「コンピュータ
ウイルス対策基準」を 1990 年 4 月に策定し、1995 年 7 月に改訂している。この基準は、
システムユーザ基準、システム管理者基準、ソフトウェア供給者基準、ネットワーク事業
者基準およびシステムサービス事業者基準から構成され、それぞれの担当者もしくは組織
のためのウイルス対策についてまとめている。さらにこの基準の中で情報処理振興事業協
会（http://www.ipa.go.jp）が届出受け付けの公的機関として指定され、届出の受付、対策
の普及啓発を行っている。また、警察庁が 1997 年 9 月に制定、1999 年 11 月に改訂した「情
報システム安全対策指針」は、コンピュータウイルスに関しシステム管理者およびユーザ
が講ずべき対策について必要な措置に触れている。コンピュータウイルスにより、使用目
的に反する動作をさせて、業務を妨害した場合は、刑法第 234 条の 2 である「電子計算機
損壊等業務妨害」が適用されるが、コンピュータウイルスの投入行為、配布・転送・流布
行為に対しては犯罪とならない。
米国で 1996 年に改正された連邦刑法（USC）の「18 条コンピュータ犯罪法」では、故
意または過失によりプログラム、情報、コードもしくはコマンドを送信し、保護されてい
るコンピュータに損害を発生させる者、実行しようと試みた者に対しても処罰の対象とし
ており、コンピュータウイルスを投入する行為自体が犯罪とされる。
英国では、1990 年に制定された「1990 年コンピュータ不正使用法」の第 3 条において、
コンピュータデータもしくはプログラムの権限によらない改変を犯罪とし、それに対して 5
年以下の拘禁刑もしくは無制限の罰金が科されることになる。
1993 年に改正されたイタリアの刑法典では、615 条にコンピュータシステムの破壊また
は中断を目的とするプログラムの配布に関する条項があり、コンピュータウイルスを配布、
転送、流布し、コンピュータシステムの運用を中断させ、妨害したものは、2 年以下の懲役
または 2 千万イタリア・リラ以下の罰金によって処罰される。
1994 年に発布および施行された中国の「コンピュータ情報システム安全保護条例」では、
コンピュータウイルスを定義し、対策・防止のための研究業務は公安部が一括管理するこ
とになっている。故意にコンピュータウイルスを輸入し危害を与えた者、または許可なく
情報システムの安全専用製品を販売した者は、公安機関によって警告され、個人ごとに 5
千元以下の罰金、部門ごとに 15 千元以下の罰金とされる。
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表 II-10 コンピュータウイルスに関する法律の比較
国名
法律の名称

ウイルスの投入
ウイルスの配布・転送・流布
ウイルスによる妨害行為
ウイルスによる破壊行為
罰則

日本
刑法234条の2
「電子計算機損壊等
業務妨害」

米国
合衆国連邦法1030条
コンピュータと関係する
詐欺及び関連行為

英国
1990年 コンピュータ
不正使用法

イタリア
中国
刑法典 615条
コンピュータ情報シ
コンピ ュー タ システムの ステム安全保護条
損壊または中断を目的と 例
するプログラムの配布

○

○
○
5年以下の懲役
または
百万円以下の罰金

○
○
○
○
○
○
○
○
重罪かどうかによって、 5年以下の拘禁刑
2年以下の懲役
個人ごとに5千元以
18 編 「 犯 罪 及 び 刑 事 手 もしくは無制限の罰金 または2千万リラ以下の 下の罰金、
続」の定める罰金若しくは
罰金
部門ごとに15千元
20年を超えない拘禁刑又
以下の罰金
はその併科、
または罰金若しくは20年
を超えない拘禁刑又はそ
の併科
○
○
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2.2.3. 機密情報漏洩
BS7799（英国セキュリティ管理基準）では、機密情報漏洩対策として、目録の策定、情
報の分類、データ取扱手順、データ交換、機密システムの分離、データの暗号化、メッセ
ージ検証システムについて対策をまとめている。目録の策定としては、「全ての重要な情報
と IT 資産の目録を保守すること」としている。情報の分類に関しては、「事業ニーズと一
致し、システムからの出力に適切な名称を受けなければならない」としている。データ取
扱手順として、「機密データを取り扱うための手順が設定されなければならない」としてい
る。データの交換については、「データの紛失、修正または誤用を防止するために、組織間
のデータ及びソフトウェアの交換を制御する」としている。機密システムの分離として、
「機密性の高いシステムは、専用のコンピュータ環境が必要である」としている。機密性
の高いデータについては、暗号化を検討することを、機密データの送信を行うアプリケー
ションについては、メッセージ検証システムを検討することを述べている。
日本国内では、通産省（現経済産業省）が 1996 年 8 月に策定した「コンピュータ不正ア
クセス対策基準」において、機密情報の保護対策、漏洩防止対策、機密保持機能および改
竄検出機能による措置等がまとめられている。また、「コンピュータウイルス対策基準」に
おいて、機密情報を含むシステムやファイルをウイルスから保護するという観点からも対
策がまとめられている。
「システム監査基準」においては、機密情報の管理手順、データ交
換、保管方法についてが監査項目として述べられている。警察庁が 1997 年 9 月に制定、1999
年 11 月に改訂した「情報システム安全対策指針」では、ユーザが情報システムの安全対策
として講ずべき項目の中で、データ管理として機密情報の管理および保護措置に触れてい
る。
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表 II-11
国名
ガイドラインの名称
資産目録

情報の分類

データ取扱手順

データ交換

機密システムの分離

データの暗号化
メッセージの検証

機密情報漏洩に対するガイドラインの比較

日本
通産省（現経済産業省）
通産省（現経済産業省）
通産省（現経済産業省）
情報システム安全対策基準 コンピュータウイルス対策基準 システム監査基準
情報システムの資源の機密 ソフトウェア管理、コンピュータ
度を区別する機能を設けるこ 管理
と
データ等は、機密度及び重要 管理体制の明確化
度に応じて区分を設け管理計
画を策定すること

イギリス
BS7799
情報セキュリティ管理実施規定
全ての重要な情報とIT資産の目録は
保守されなければならない

分類された情報に対する保護は、事
業ニーズと一致し、システムからの
出力に適切な名称を受けなければな
らない
情報漏洩を防止する機能を設 セキュリティ機能の利用
識別コード及びパスワード 機密データを取り扱うための手順が
けること
の管理、入力管理、データ 設定されなければならない
管理、出力管理
集中、分散処理の形態に応じ
データの交換は、不正防止 データの紛失、修正または誤用を防
た管理計画を策定すること
及び機密保護の対策を講じ 止するために、組織間のデータ及び
ソフトウェアの交換を制御しなければ
ているか
ならない
機密情報を格納しているファイ 建物及び室への入退の管 機密性の高いシステムは、専用のコ
ルの厳重管理
理は、不正防止及び機密保 ンピュータ環境が必要である
護の対策を講じているか
ファイル、伝送情報等を暗号
機密性の高いデータについては、暗
化する機能を設けること
号化を検討しなければならない
機密データの送信を行うアプリケー
アクセス権限を制御する機
ションについては、メッセージ検証シ
能、アクセスを監視する機能
ステムが検討されなければならない
を設けること
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2.2.4. 個人情報保護
国内の個人情報保護（プライバシ侵害）対策として、高度情報通信社会推進本部の下に
個人情報保護検討部会が 1999 年 7 月に開催され、同年 11 月に「政府の個人情報保護検討
部会の中間報告」、同年 12 月に「我が国における個人情報保護システムの確立について」
がまとめられた。これを受け、個人情報保護法制化専門委員会が平成 2000 年 1 月に開催さ
れ、同年 10 月に「個人情報保護基本法制に関する大綱」がまとめられた。政府は、本大綱
を最大限尊重し、2001 年通常国会での法案可決を目指し、
「個人情報保護基本法（案）」が
提出される見通しである。法制度の現状としては、国レベルでは、1988 年に「行政機関の
保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定され、公的部門のみ
を対象とするセグメント方式をとっている。地方公共団体レベルでは、1999 年 4 月現在、
23 の都道府県および 12 の政令指定都市を含め、全国 1、529 団体で個人情報条例が制定さ
れている。 民間部門としては、通産省（現経済産業省）「民間部門における電子計算機処
理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が 1997 年 3 月に改訂し、郵政省（現総務
省）は「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
、また金融情報システ
ムセンターが「金融機関等における個人データ保護のための取扱指針」を策定している。
警察庁が 1999 年 11 月に改訂した「情報システム安全対策指針」の中の管理者が講ずべき
対策として個人情報保護を取り扱っている。
諸外国における個人情報保護の法制化の動向について注目すべき点は、欧州と米国の考
え方の相違についてである。米国は自由競争の中で情報関連産業の活性化をはかるという
基本的立場があり、電子商取引を縛る個人情報保護にはやや消極的なのに対し、EU は個人
情報を保護してその安全を確保するとこで電子商取引は真に活性化するという考え方が見
受けられる。1995 年 10 月、EU では、「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該デー
タの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」が採択され、加盟各国以外（第三国）
への個人情報移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限定して
いる。法的対応の方式については、一つの法律で国・地方公共団体等の公的部門と民間企
業等の民間部門の双方を対象とするオムニバス方式をとる諸国が多い。また、国内法の実
施状況を監視する機関の設置が定められている。一方、米国では、連邦の公的部門に関し
ては 1974 年に改定が行われたプライバシー法が制定されているが、民間部門に関しては包
括的な個人情報保護法制は用意されていない。1998 年 6 月 4 日 FTC（連邦通信委員会）
は「オンラインプライバシーに関する議会への報告書」を提出し、包括的なプライバシー
保護法というアプローチはとらず、官民とも法規制は最小限のものにとどめ、自主規制に
よるネット上のプライバシーが効果的であることを主張している。公的部門と民間部門の
それぞれについて別の法律で規定するものをセグメント方式と言い、米国のように、国内
で、法律、規制、自主規制を組み合わせて保護措置を講じるものをセクトラル方式と言う。
米国政府は、1998 年 EU において施行された「EU データ保護指令」を受けて、1999 年 4
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月 19 日、対ＥＵ交渉の前提として個人情報の取り扱いに関するガイドラインを示す「セー
フ・ハーバー原則」（International Safe Harbor Privacy Principles）を発表した。同年 6
月 21 日、同案をもとにして、米国と EU の間での個人データの流通に際して、どの程度の
保護措置を取れば免責されるかについて定義する合同報告書を提出し、個人情報保護に関
する基本合意に至った。
国際的な動向としては、1980 年 9 月に OECD において、早くから、「プライバシ保護と
個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」が提出され、個人情
報保護に関する OECD の 8 原則を提唱している。また、「暗号政策に関するガイドライン
に関する理事会勧告」が 1997 年 3 月に採択されている。後者の勧告では暗号政策とプライ
バシおよび個人データの保護の関する関係について触れている。UN（国際連合）では、1980
年 OECD8 原則の延長線に、「コンピュータ化された個人データファイルに関するガイドラ
イン」が 1990 年 12 月に採択されている。

表 II-12 個人情報保護法の比較

○

○

行政機関の保有する電子計算 公的部門
機処理に係る個人情報の保護
に関する法律

○

○

○

○

監督機関

主務省庁

総務庁（現総務
省統計局）

日本

OECD

損害賠償

○

罰則

個人情報保護基本法制に関す 公的および ○
る大綱3
民間部門

国外提供規制

開示請求権

対象
及び範囲

適 正 管理

法律・ガイドラインの名称

利用提供規制

名

収集規制

国

民間部門における電子計算機 民間部門
処理に係る個人情報の保護に
関するガイドライン

○

○

○

○

通産省（現経済産
業省）

電気通信事業における個人情 通信業界
報保護に関するガイドライン

○

○

○

○

郵政省（現総務省）

プライバシー保護と個人データ 公的および ○
の国際流通についてのガイドラ 私的部門
イン4

○

○

○

3

○

個人情報保護基本法制に関する大綱
http://www2.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/taikouan/1011taikou.html
4 Recommendation Concerning and Guidelines Governing the Protection of Privacy
and Transborder Flows of Personal Data、
http://www.cpsr.org/cpsr/privacy/privacy_international/international_laws/1980_oecd_p
rivacy_guidelines.txt
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損害賠償

罰則

国外提供規制

開示請求権

対象
及び範囲

適 正 管理

法律・ガイドラインの名称

利用提供規制

名

収集規制

国

監督機関

イン4
EU

個人データ処理に係る個人情 公的および ○
報保護及び当該データの自由 私的部門
な移動に関する欧州議会及び
理事会の指令5
セーフ・ハーバー原則6
私的部門 ○
中心

○

○

○

○

○

○

国際連合

個人データおよびファイルに関 公的および ○
するガイドライン7
私的部門

○

○

○

スウェーデン

データ法

公的及び
民間部門

○

○

○

アメリカ

プライバシ法

公的部門

○

○

○

ドイツ

連邦データ保護法

公的及び
民間部門

○

○

ノルウェー

個人データ保護法

公的及び
民間部門

オーストリア

データ保護法

オーストラリア

プライバシ法

ルクセンブルグ

電子計算機処理に係る個人デ 公的及び
ータ利用規制法
民間部門

○

フランス

データ処理、データファイル及 公的及び
び個人の諸自由に関する法律 民間部門

○

○

○

イギリス

データ保護法

公的及び
民間部門

○

○

○

○

カナダ

プライバシ法

公的部門

○

○

米国、EU

○

○

○

○

○ 公平独立な機関

○

○

○ データ検査委員会

○

○ 大統領府
行政管理予算庁

○

データ保護受託官

○

○

データ監視局

公的及び
民間部門

○

○

データ保護委員会

公的及び
民間部門

○

○

○

○

○

○

公共機関

○

○

○ プライバシ
コミッショナー
諮問委員会
および主務大臣

情報の処理と
自由に関する
国家委員会
○ データ保護登録官

プライバシ
コミッショナー

The European Union Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data、
http://www.privacy.org/pi/intl_orgs/ec/eudp.html
6 International Safe Harbor Privacy Principles、
http://www.ita.doc.gov/td/ecom/shprin.html
7 Guidelines Concerning couputerized Personal Data and Files、
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/un.htm
5
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○

○

損害賠償

○

罰則
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○

国外提供規制

公共機関における個人情報保 公的部門
護に関する法律

開示請求権

対象
及び範囲

適 正 管理

法律・ガイドラインの名称

利用提供規制

韓国

名

収集規制

国

監督機関

個人情報保護
審議委員会

2.2.5. 著作権侵害
国内では、著作権侵害に関しては、著作権法および不正競争防止法が適用されている。
著作権法は 1984 年に改正され、プログラムが保護の対象に加えられた。また、1986 年の
改正では、データベースについても保護の対象となった。プログラムの著作物に係わる登
録の特例に関する法律は、著作権法の改正に伴い制定された。不正競争防止法は、1990 年
に改正され、不正競争により営業上の利益を侵害されたものに対して、救済措置の充実を
図り、営業秘密の不正取得が不正競争行為に加えられ、営業秘密が保護されるようになっ
ている。また、法人に対する罰金額を 1 億円に引き上げている。ソフトウェアの違法複製
を防止するために、通産省（現経済産業省）により「ソフトウェア管理ガイドライン」が
策定されている。このガイドラインは、法人等が実施すべき基本的事項、ソフトウェア管
理責任者が実施すべき事項、ソフトウェアユーザが実施すべき事項から構成されている。
米国では、1997 年に連邦刑法（USC）の 17 条および 18 条が「電子窃盗禁止法（NET
法）」として改正された。1998 年には著作権法の一部が「ディジタルミレニアム著作権法」
として改正され、オンライン著作権の侵害責任の制限、コンピュータの保守・修理におけ
る著作権の除外、オリジナルデザイン創作の保護等についての条項が追加された。
国際的動向としては、EU（欧州連合）が、「データベースの法的保護に関する欧州議会
及び理事会の指令」を 1996 年 3 月に採択し、知的創作を構成するデータベースについて著
作権による保護の対象としている。
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表 II-13 著作権法の比較
国名
法律・ガイドライ 著作権法
ンの名称

日本
プログラムの著作物に係る登録の 不正競争防止法
特例に関する法律

電子窃盗禁止法

米国
ディジタルミレニアム著作権
法

対象及び範囲

日本国民の著作物、実演、レコー プログラムの著作物に係る登録（著 不正競争による営業上の利益侵 合計1,000ドル以上の WIPO条約の締約国
ド、放送及び有線放送に関する著 作権法の特例）
害および営業秘密の不正取得 販売価額を有する１
作者の権利
以上の著作物

含まれる権利

公表権、氏名表示権、同一性保
持権、複製権、上演権、公衆送信
権、口述権、展示権、上映権及び
頒布権、貸与権、翻訳権等
私的使用のための複製、図書館
等における複製、引用、教科用図
書等への掲載、学校教育番組の
放送等、教育機関における複製、
試験問題、点字、非営利上演、時
事問題、目的外使用等

適用除外

侵害行為

罰則

公表権、氏名表示権、同一性保持
権、複製権、上演権、公衆送信権、
口述権、展示権、上映権及び頒布
権、貸与権、翻訳権等
同一性保持権の制限（ハードに依
存する改変、必要な改変）、著作権
の制限、プログラム著作物の登録、
パブリックドメインソフトウェア等

営業秘密の保護、差止請求権、 著作権
損害賠償、信用回復の措置

著作権保護管理システム、著
作権管理情報

普通名称の普通利用、不正目的
でない自己氏名の使用、広く認
識される前から使用していた類
似名称、取引によって取得した
権限の範囲内にける営業秘密
の使用・開示

個人のインターネット利用に
関連してなされる個人のプラ
イバシに対する侵害を禁止す
る連邦法もしくは州法の規定

商品などの表示の誤認行為、他
人の商品の模倣行為、営業秘密
の不正取得
3年以下の懲役または3百万円以 １年以下の懲役又は３０万円以下 三年以下の懲役又は三百万円
下の罰金
の罰金
以下の罰金

電子的な手段による 著作権保護管理システムの
著作権の侵害
迂回、虚偽の著作権管理情
報の提示・流布
3年以下の拘禁刑も 再 犯 以 上 の 場 合 は 、
しくは罰金刑
1,000,000ドル以下の罰金もし
くは10年以下の拘禁刑、

適用除外以外の上記権利の侵害 適用除外以外の上記権利の侵害
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2.2.6. 電子商取引
国内では、郵政省（現総務省）・通産省（現経済産業省）・法務省から提出された「電子
署名及び認証業務に関する法律案」が 2000 年 5 月 24 日国会で成立し、2001 年 4 月 1 日施
行される。電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定
の制度、その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報
の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全
な発展に寄与することを目的としている。
米国では、多くの州が電子署名に関する法律を制定している。適用対象とする電子署名
の技術及び法的効果付与を取り扱う典型的な例として、ユタ州法、カリフォルニア州法及
びイリノイ州法を挙げることができる。また、各州の電子取引法制の統一を図るため、統
一州法全国会議（NCCUSL）において策定された統一電子取引法（UETA)8が 2000 年 1 月
1 日施行されている。本法律は、1996 年に、国連国際商取引委員会（UNCITRAL）におい
て採択された電子商取引モデル法9をもとに策定された。さらに、UETA をもとに、連邦レ
ベルでは、2000 年 6 月に「国際間および米国内での商取引における電子署名法」10が成立
した。
欧州では、1997 年、ヨーロッパ議会に対して「電子取引についてのヨーロッパのイニシ
アティブ」が提出され、加盟国における電子商取引環境における、電子文書の法的承認に
対する障壁を除去することを目指すことが明示された。これを受けさらに、1999 年 12 月
「電子署名の共同体のフレームワークに関する指令」11が採択され、電子署名の法的効力の
確認、電子商取引の障害となる各国の異なるルールの排除、認証サービスに関する規定な
どが示された。また、2000 年 5 月には、「電子商取引の法的フレームワークに関する指令」
12が採択され、電子商取引サービス提供業者に関する規定、電子契約に対する各国の制限を

除去することなどを明示している。
ドイツでは、1997 年に施行されたマルチメディア法における第 3 款電子署名法は、公開
鍵暗号方式（非対象暗号方式）の電子署名（ディジタル署名）を対象とし、任意的資格認
Uniform Electronic Transaction Act (UETA)、
http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm
9 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce、
http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm.htm
10 Electronic Signatures in Global and National Commerce(E-SIGN)、
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.761.ENR:
11 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13
December 1999 on a Community framework for electronic signatures、
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1999/en_399L0093.html
12 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000
on certain legal aspects of information society services、in particular electronic
commerce、 in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')、
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/2000/en_300L0031.html
8
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定制度を採用している。しかし、電子署名の法的効果および電子文書の法的位置づけに関
しては規定されていない。
イタリアでは、1997 年に実施されたディジタル署名法に関する大統領令がディジタル署
名を対象としている。ディジタル署名が付された文書について、証拠能力、書面性、署名
要件該当性、真正性を認めている。
シンガポールでは、1998 年に施行された電子取引法が契約に関する規定を設けており、
契約の成立と有効性、データメッセージの帰属等に関する規定及び電子記録が署名要件を
満たす旨の規定が含まれている。
韓国では、1999 年に施行された電子取引基本法及び電子署名法が公開鍵暗号方式を採用
したディジタル署名を適用し、任意的な資格認定制度を採用している。文書としての有効
性、資格認定認証機関の電子署名の署名要件該当性、改竄されていないことの推定、証拠
としての許容性、送受信の時期認定および名義人が作成したことの推定等の規定が含まれ
る。
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表 II-14 電子署名法の比較（日本）

法律の名称
法律の目的

日本
電子署名及び認証業務に関する法律案
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度、その他必要な事項を定め
ることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の
向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする（第一条）。

法律の対象及び範囲
−
ディジタル署名の定義

「電子署名」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録することができる情報について行われる措置
であって、次の要件のいずれにも該当するものを言う。
（1）当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
（２）当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること

ディジタル署名の法的効果
文書の法的位置づけ
（文書の成立の真実性、本人の
同一性、文書の非改竄性の推
定）

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成したものを除く。）は、当該電磁的記録に記録された
情報について本人による電子署名（これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができ
ることとなるものに限る。）が行われているときは、真正に成立したものと推定する（第三条）。

認証機関の法的位置づけ

特定認証業務の認定（第三章）

認証機関の法的責任及び義務

・認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければなら
ない（第十一条）
・認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以
外に使用してはならない（第十二条）。

その他特色等

利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為について、３年以下の懲役又は２００万円以下の罰則規定を設けている
（第四十一条）。
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表 II-15 電子署名法の比較（ドイツ）
ドイツ
法律の名称

1997年マルチメディア法（第３款デジタル署名法）

法律の目的

ディジタル署名のための枠組規定及び安全性の確保、ディジタル署名の偽造及び改竄の検証のための要件の確立（第1条）。

法律の対象及び範囲

−

ディジタル署名の定義

電子データに添付されたシールであり、本人固有の秘密署名鍵によって作成され、本法第3条に定める認証機関又はその他の機関が保
有する公開鍵証明書によって提供される公開署名鍵によって、秘密署名鍵の保有者と電子データの完全性を確立するもの（第2条）。

ディジタル署名の法的効果
文書の法的位置づけ
（文書の成立の真実性、本人の
同一性、文書の非改竄性の推
定）
認証機関の
法的位置づけ

−

自然人への公開鍵の割り当てを証明し、資格認定を受けている自然人又は法人各（第2条）。
認証機関の運営には、主務官庁の資格認定を要する（第4条）。

認証機関の
セキュリティ要件

安全予防措置に対する一定の技術仕様を用いる必要性（第14条）。
ただし、技術仕様に関する要件の詳細については、政令により規定（第16条）。

認証機関の行った
ディジタル認証の法的効果

厳格な本人確認に基づいた秘密鍵に対する公開鍵証明書の発行（第5条）。
請求があれば、ディジタル署名にタイムスタンプを付す（第9条）。
安全確保措置及び発行された公開鍵証明書の文書化（第10条）。

認証機関の法的責任及び義務

情報開示義務（第6条）、文書による記録（第10条）、データ保護（第12条）

その他特色等

公開鍵証明書の内容は、鍵ペア所有者の氏名又は仮称、割り当てられた公開鍵、秘密鍵所有者の公開鍵及び認証機関の用いる公開鍵
のアルゴリズム、証明書番号、証明書有効期間、認証機関の名称、秘密鍵の使用限定の存否（第7条）。
外国の証明書の取り扱い（第15条）。
(1)欧州連合の加盟国または欧州経済領域条約の加盟国である他の国の認証があるもの。
(2)同様の国際的な協定の締結の適用も可。

−
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表 II-16 電子署名法の比較（イタリア）
イタリア
法律の名称
法律の目的
法律の対象及び範囲
ディジタル署名の定義

ディジタル署名の法的効果

ディジタル署名法に関する大統領令 No.513
−
コンピュータに保存もしくは電磁的システムによって電送されるあらゆる電子文書（第2条）。
公開鍵と秘密鍵からなる非対称暗号方式を実行することで行われるコンピュータ処理（検証）の結果であり、単独又は複数の電子文
書についてその作成者の本人性や完全性を、署名者は秘密鍵を利用して主張し、受信者は公開鍵を利用して検証することができる
もの（第1条）。
第10条の規定に従ってディジタル署名を添付された電子文書は、民法第2702条に規定される文書と同等の証拠能力を有する（第5
条）。
ディジタル署名の添付は、印象やシール、署名が要求されている場合、あらゆる法的効力に関して、これらを代替するものとする（第
10条）。

文書の法的位置づけ
（文書の成立の真実性、本人の同一
性、文書の非改竄性の推定）

電子文書は、法令、事実、データなどをコンピュータベースで表現したもの（第1条）。
電子文書の作成・伝送・保存・複写・再生やタイムスタンプなどの検証に関する技術規則は、内閣総理大臣令によって制定（第3条）。
民法第2712条にある証拠能力を有し、民法第2214条と次条ならびに関連する制定法や規則規定すべてに規定される要件を充足
（第5条）。

認証機関の法的位置づけ

認証を行い、電子証明書を発行し、公開鍵と対応する電子証明書を一般に公開し、電子証明書の失効及び停止に関するリストを更
新する公的又は民間の機関（第1条）。

認証機関のセキュリティ要件

電子文書の作成･伝送・保存・複写・再生やタイムスタンプなどの検証に関する技術規則は、内閣総理大臣によって制定（第3条）。

認証機関の行ったディジタル認証の
法的効果

公証人役場など公的機関が真正性を証明するディジタル署名は、民法第2703条の規定による真正性を証明されたものとみなされる
（第16条）。

認証機関の法的責任及び義務

認証機関は以下の事項を行わなければならない（第9条）。
a. 申請者の厳正な本人確認。
b. 技術規則の遵守と申請者に関する情報の提供。
c. 公開鍵の保存。
d. 顧客の秘密鍵（署名鍵）管理の禁止 等々

その他特色等

「ディジタル署名に関する技術規則」（需要可能な電子署名・ハッシュ関数の定義、CAの免許手続、CAの推奨信頼限度等を規定）
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表 II-17 電子署名法の比較（シンガポール）
法律の名称
法律の目的

ディジタル署名の定義

文書の法的位置づけ（文書の成
立の真実性、本人の同一性、文
書の非改竄性の推定）
認証機関の法的位置づけ
認証機関のセキュリティ要件
認証機関の行ったディジタル認
証の法的効果
認証機関の法的責任及び義務

シンガポール
電子取引法
(a)信頼できる電子記録によって電気通信を促進すること。
(b)電子商取引を促進し、書類及び署名に関する要件の不確実性から生まれる電子商取引の障壁を取り除き、安全な電子商取引を実施するのに必要な法律上・ビ
ジネス上のインフラ開発を助成すること。
(c)政府・法機関への書類の電子申請を促進し、信頼できる電子記録による政府サービスの効率的な提供を助成すること。
(d)電子記録の偽造、および作為的・無作為的な記録の改竄、電子商取引その他電子的取引における詐欺行為の発生を最小限にすること。
(e)電子記録の認証及び完全性に関する規則・規制・基準の統一性の確立を支援すること。
(f)電子記録および電子商取引の完全性・信頼性に対する一般の信頼を助長し、電子媒体による通信に真正性・完全性を与えるための電子署名の利用を通じて、
電子商取引の発展を促すこと（第3条）。
電子的な署名であって、非対称暗号方式とハッシュ関数により変換された電子記録により構成されているもので、変換前の電子記録と署名者の公開鍵を有する者
が、以下の事項を正確に判断できるものを言う。
(a)その変換が署名者の公開鍵と対応する秘密鍵を用いてなされたものかどうか。
(b)その変換が行われて以来、当初の電子記録が改竄されたかどうか。
電子記録が契約成立に用いられる場合、その契約は単に電子記録が使用されたというだけの理由で有効性ないし実効性を否定されてはならない（第11条）。
ディジタル署名を持って署名された電子記録の構成部分は、第20条に基づいてセキュアな電子署名である場合、信頼できる電子記録として扱われる（第19条）。
任意的資格認定制度（第42条）
規制によって規定（第42条）。
資格認定認証機関の発行した電子証明書に記載された情報は、加入者がその電子証明書を承諾すれば正確なものと推定（第21条）。
加入者への電子証明書発行の際、その電子証明書に推奨される信頼限度を指定しなければならない（第44条）。
資格認定認証機関が本法の条件を満たしている場合、加入者の虚偽又は偽造のディジタル署名を信頼したことによって生じた損害の責任は一切負わない。電子
証明書において推奨される信頼限度として指定された額を超えては責任を負わない（第45条）。
認証機関は信頼できるシステムを用いなければならない（第27条）。
認証機関は、秘密鍵と対応する公開鍵を記載した電子証明書、関連するCPS、認証機関証明書の失効･停止通知、認証機関のサービス遂行能力に関わる否定的
な事実を開示しなければならない（第28条）。
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表 II-18 電子署名法の比較（韓国）
韓国
法律の名称

ディジタル署名法

法律の目的

電子文書の安全性と信頼性を確保しその利用を活性化するために、電子署名に関する基本的な事柄を定めることで国家社会の情報化を
促進し、国民生活の便益を増進することを目的とする（第1条）。
電子文書を作成したものの身元と、電子文書の変更如何を確認することができるように非対称暗号化方式を利用して電子署名作成キー
で生成した情報で当該電子文書に固有のもの（第2条）。
第3条（電子署名の効力）
(1) 公認認証機関が第15条の規定により発給した認証書に含まれた電子署名検証キーに合致する電子署名生成キーで生成した電子署
名は、法令が定めた署名または記名捺印とみなす。
(2) 第1項の規定による電子署名がある場合、当該電子署名が当該電子文書の名義者の署名または記名捺印であり、当該電子文書が
電子署名された後、その内容が変更されなかったものと推定する。
任意的資格認定制度（第4条）
公認認証機関の指定手続その他必要な事項は、大統領令にて定める（第4条）。
第3条（電子署名の効力）
(1) 公認認証機関が第15条の規定により発給した認証書に含まれた電子署名検証キーに合致する電子署名生成キーで生成した電子署
名は、法令が定めた署名または記名捺印とみなす。
(2) 第1項の規定による電子署名がある場合、当該電子署名が当該電子文書の名義者の署名または記名捺印であり、当該電子文書が
電子署名された後、その内容が変更されなかったものと推定する。
公認認証機関は認証業務遂行と関連して、加入者または認証書を信頼ある利用者に損害を負わせた時にはその損害を賠償しなければ
ならない。ただし、その損害が不可抗力や利用者の故意または過失によって発生した場合にはその賠償責任が軽減または免除される（第
26条）。
認証管理体系を安全に運営（第19条）。認証書と認証業務に関する記録の管理（第22条）。個人情報の保護（第24条）
公認認証機関が発給する認証書には次の事項が含まれていなければならない（第15条）。
１．加入者の名前
２．加入者の電子署名検証キー
３．加入者と公認認証機関が利用する電子署名方式
４．認証書の一連番号
５．認証書の有効期間
６．公認認証機関の名称
７．認証書の利用範囲または用途を制限する場合、これに関する事項
８．加入者が第3者とための代理権などを持つ場合、これに関する事項

ディジタル署名の定義
ディジタル署名の法的効果

認証機関の法的位置づけ
認証機関のセキュリティ要件
認証機関の行った
ディジタル認証の法的効果

認証機関の
法的責任及び義務

その他特色等
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表 II-19 電子署名法の比較（ユタ州）
法律の名称
法律の目的

ユタ
ユタ州デジタル署名法（46-3-101）
下記の目的を達成するように解釈されるものとする（46-3-102）。
１．信頼に足る電子メッセージによる商取引を促進すること
２．ディジタル署名の偽造と電子商取引詐欺の発生を最小限にすること
３．ITU(旧CCITT) X．509 その他の関連標準の一般的導入を法的に実現すること
４．諸州と協調して、電子メッセージの認証と信頼性に関する統一的な規則を制定すること

法律の対象及び範囲

−

ディジタル署名の定義

非対称暗号システムによるメッセージの変換で、当初のメッセージと署名者の公開鍵を有するものが、 署名者の公開鍵に対応する秘密鍵で作成されたものかどう
か、および変換後に改変されたかどうか、を正確に判定できるもの（46-3-103）
下記の要件が充たされたときには、ディジタル署名により法の署名要件が充たされたものとする（46-3-401）。
(a) 公認認証局が発行した有効な証明書に記載された公開鍵の参照により検証可能
(b) メッセージに署名をする意思をもって、ディジタル署名が付された
(c) 署名者が利用者の義務に違反したこと、またはそのディジタル署名を付するのに使用された秘密鍵を適法に所有していないことを受領者が知らなかった
（１） ディジタル署名が付され、かつ、そのディジタル署名が、公認認証局が発行した証明書、またはディジタル署名が作成された時点で有効であった証明書に記
載された公開鍵により検証された場合には、 書面上に書かれたものと同様に有効である（46-3-403）。
（２） 本章は、他の適用ある州法にもとづき、メッセージ、文書または記録が書面によるものであると認められることを妨げるものではない（46-3-403）。

ディジタル署名の法的効果

文書の法的位置づけ（文書
の成立の真実性、本人の同
一性、文書の非改竄性の推
定）
認証機関の法的位置づけ
認証機関の
セキュリティ要件
認証機関の行った
ディジタル認証の法的効果

認証機関の
法的責任及び義務
その他特色等

任意的資格認定制度（46-3-201）
・信頼に足るシステム（自己の秘密鍵の安全な支配方法を含む）を使用する権限を有すること
・業務を行うために合理的に十分な運転資金を有していることを示す証拠を担当部局に提示すること
・担当部局規則に定める免許条件を満たしていること(46-3-201)
（１） CAのディジタル署名が付された証明書は、公認認証局によって発行され、利用者が承認したものと推定
（２） 発行公認認証局により確認された情報は、正確であると推定
（３） 公認認証局が発行した証明書に記載された公開鍵によってディジタル署名が検証された場合には、そのディジタル署名は、証明書に記載された利用者のデ
ィジタル署名であり、そのディジタル署名は、署名者により、そのメッセージに署名する意思をもって付され、かつそのディジタル署名の受取人は、署名者が利用者
の義務に違反したこと、または、ディジタル署名を作成するのに使用された秘密鍵を適法に保有していないことを知らなかったと推定
（４） ディジタル署名は、利害関係のない者が信頼に足るシステムを使用して、これに付した日付以前に作成されたものと推定(46-3-406)
（１） 勧告信頼限度額を記載することにより、発行認証局および承認利用者は、危険総額が勧告信頼限度額を超過しない限度でのみ証明書を信頼することを勧告
（46-3-309）。
（２） 公認認証局は本章の要求を遵守した場合には、 虚偽または偽造ディジタル署名により発生した損失に対して責任を負わない（46-3-309）。
認証局が、その発行にかかる証明書に記載された公開鍵に対応する秘密鍵を所持する場合、認証局は、証明書に記載された利用者の受託者としてこれを所持す
るものであり、利用者が明示的に秘密鍵を認証局に与え、かつ、認証局が他の条項にしたがってこれを所持することを明示的に許諾しない限り、利用者の事前の
書面による承諾がある場合にのみ、これを使用することができる（46-3-305）。
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表 II-20 電子署名法の比較（イリノイ州）
イリノイ
法律の名称
法律の目的

イリノイ州電子商取引安全法（第1-101条）
（1） 信頼性のある電子的記録による電子的通信の促進
（2） 安全な電子商取引を実現するために必要な法律的・ビジネス的インフラストラクチャ開発の促進
（3） 信頼性のある電子的記録による効率的な政府サービスの提供を促進すること
（4） 電子的記録の偽造、記録の変更および電子商取引詐欺の発生を最小限にすること
（5） 電子的記録の認証と保全性に関する法令および基準の統一性の確立
（6） 電子的署名の保全性と信頼性に対する公共の信頼の促進 （1-105）

法律の対象及び範囲

−

ディジタル署名の定義

電子的署名のうち、当初の変形されていない電子的記録とその暗号化された変形物ならびに署名者の対応する公開鍵を保有する者が、その暗号化された変形物
が署名者の公開鍵に対応する秘密鍵で作成されたかどうか、ならびに、当初の電子的記録が、変形の行われた時以降、変更されたかどうかを正確に判定できる
ように、メッセージ・ダイジェスト関数を使用して電子的記録を変形し、その結果を、署名者の秘密鍵を使用して非対称暗号システムにより暗号化したものをいう。ま
た、「電子的署名」とは、電子的記録に付加され、または論理的に付随する電子的形態の署名をいう（5-105）。
情報、記録および署名は、それが電子的形態であることのみに基づいて、法的な効果、効力または執行性を否定されてはならない（5-110）。
第5-120条〔電子的署名〕
（１） 文書に署名がない場合の一定の効果を定めている場合、電子的署名はかかる法規範を充足する。
（２） 電子的署名は、いかなる方法によって証明されてもよいものとする。かかる方法には、一方当事者が取引を進行するため、電子的記録がその当事者に帰属
することを検証するためのシンボル作成または安全防護手続の実施に不可欠な手続の存在を示すことが含まれる。

ディジタル署名の法的効果

文書の法的位置づけ（文書
の成立の真実性、本人の同
一性、文書の非改竄性の推
定）

「電子的記録」とは、情報システムでの使用または情報システムから他に送信するために、電子的方法により生成、通信、受領または保存された記録をいう
（5-105）。
事実審判者は、電子的記録の形態による情報に、適切な証拠価値を認めなくてはならない。真正が争われている電子的記録または電子的署名の証拠価値の評
価において、事実審判者は、その生成、保存または通信の方法、保全性保持方法の信頼性、作成者の同定方法または電子的記録の署名方法、および他の一切
の関連情報または状況を考慮することができる（5-130）。

認証機関の法的位置づけ
認証機関の
セキュリティ要件
認証機関の行った
ディジタル認証の法的効果
認証機関の
法的責任及び義務

「認証局(Certification authority)」とは、証明書の発行を認可し(authorize)、発行を行う者をいう（5-105）。

−
−
認証局およびレポジトリ保持者は、その運用および役務の遂行を、信頼に足る方法で行わなくてはならない（15-301）。
認証局のシステム運用、認証局証明書、または信頼に足る方法による営業能力の他の一切の局面に、重要な悪影響を及ぼす事態が発生した場合、認証局は、か
かる事態の発生について認証業務綱領に記載されている対応手続にしたがって行動し、または、かかる手続が存在しない場合には、かかる事態の発生の結果、
損害を被ることが予見される者として、認証局に知れたる一切の者に通知するよう、合理的な努力をしなくてはならない（15-305）。

その他特色等

−
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表 II-21 電子署名法の比較（その他 1）

法律の名称

法律の対象及び範囲

ディジタル署名の定義

ディジタル署名の
法的効果

認証機関の
法的位置づけ
認証機関の
セキュリティ要件

カリフォルニア

統一州法

カリフォルニア州政府規則第16.5節
（California Government Code Section 16.5 ）、
ディジタル署名規則
公的機関との書面による通信において要求される電
子 署 名 （ California Government Code Section 16.5
（a））。

統一コンピューター情報取引法
Uniform Computer Information Transactions
Actm (UCITA)

電子署名に関する統一規則草案
Draft Uniform Rules on Electronic Signatures

当事者が使用を拒否したり、合意で特別の要
件を定めることは認められるが、デフォルト・
ルールとしてそれらの通用力を認めている
(SEC.107(b)(c))。
記録に付加もしくは関連づけられた電子的な
音、シンボル、もしくは処理であり、その記録
に署名する意図を持った人によって実行され
るもの(SEC.102(6))。

商業活動において利用される電子署名に対して適用され
る。しかし、消費者保護に係わるいかなる法に対しても優
先されない(Article 1)。

「ディジタル署名（Digital signature）」とは、コンピュータ
によって作成され、それを用いる当事者によって肉筆
の署名を使用するのと同じ効力及び効果を有するも
のとして使用される電子的な個人識別方法を意味す
る（California Government Code Section 16.5 （ｄ））。
公共機関によるディジタル署名の利用を確実なものと
するために、ディジタル署名は認可可能な技術によっ
て作成されなければならない（電子署名規則22001
条）。
公開鍵暗号（Public Key Cryptography）と署名ダイナミ
クス（Signature Dynamics）技術は、カリフォルニア州
の公共機関が利用する認可可能な技術（電子署名規
則22003条）。

電子記録や電子署名は、それらが電子的形
態であるという理由だけで効力を妨げられる
ことはないとしている(SEC.107(a))。
署名意思の証明は、自由な証明を許す
(SEC.108(a))。法定の商取引上合理的な帰属
手続きが遵守されていれば、送信者の署名
意思は存在するものとみなされる
(SEC.108(b))。 電子エージェントやそれを用
いる自動取引についても、それを用いる決定
をした当事者は電子エージェントの操作に拘
束される(SEC.107(d)、 SEC.206)。電子エー
ジェントを介した自動取引においては、エラー
を探知したり修正する合理的な仕組みが提
供されていない場面で消費者が誤ってした送
信は、相手方に速やかに通知することにより
その帰属を取消しできる(SEC.214)

義務的免許制度（電子署名規則22003条）。
全 米 公 認 会 計 士 協 会 （ the American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA)）要約監査基準
No. 70 (S.A.S. 70)「サービス機関によるサービス業務
の処理に関する報告」(1992)に規制する基準（電子署
名規則22003条）。
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データ･メッセージに関し[その真正性を付与する意図で付
される][モデル法7条(1)(a)の条件を満たす]電子的形式の
データと規定する一方、｢ディジタル署名」を公開鍵方式に
基づく｢電子署名」とする。｢電子署名」のうち、当該｢電子
署名」が、署名者にとって特異なもので、署名者を特定す
るために使用可能で、署名者のみの支配のもとで作成さ
れ、署名が付された電子的文書が署名後に変更されれ
ば、かかる変更が明らかになるような仕組みのもとで作成
されたことを、確証する確認手続きを通して確認され得る
ものを「[強化型]電子署名」とする(Article 2)。
強化型電子署名が付されたデータメッセージについては、
署名要件及び原本性の要件の充足に関してショートカット
が認められるが(Article 6、7)、契約法的なデータメッセー
ジの帰属については、明確な規定を設けるのを避けてい
る(Article 9、10)。

−

証機関の責任制限の可否についても結論は出ていない
(Article 12)。

−

−

表 II-22 :電子署名法の比較（その他 2）

法律の名称

法律の対象及び範囲

ディジタル署名の定義

ディジタル署名の
法的効果

認証機関の法的位置づけ

連邦法

統一州法

国際間および米国内での商取引における電子署名
Electronic Signatures in Global and National
Commerce (E-SIGN)
取引における、またはそれに影響する取引を適用範
囲とする。(SEC.101(a)(2))取引とは、財産、役務
の処分がその一部となるビジネス、消費者、商業の
業務に関連する二人以上のものの行為(SEC.6(13))
遺言、遺言信託、養子・離婚等の家族法上の事項、
担保権実行の通知、健康保険や電気・水道契約等の
解約通知、リコールの通知を適用除外とする。
(SEC.103)州際取引、国際取引を対象とするが、技
術中立性に立脚する州法、統一州法の規定が優先さ
れる。(SEC.102(a))
電子記録に添付され、または、論理的に関連付けさ
れる電子的な音響、記号もしくはプロセスであっ
て、かつ、電子記録に署名をする意図で、人によっ
て実行もしくは採用されるもの(SEC.103(4))。 電
子的な記録保存においては正確に複製できること、
参照する権利のあるものにはいつでもアクセス可
能 性 に 関 す る 要 件 が 加 わ る 。
(SEC.101(a)(b)(d)(e))

統一電子取引法
UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT(UETA)
（SECTION 1）
あらゆる取引に関連する電子的記録と電子署名に適用
（SECTION 3）
。
取引とは、ビジネス、商取引、政府業務のためになされ
る二人以上の者の間の行為をさす。(SECTION 2(12))
ただし、UCC、 UCITA の適用される取引には適用されな
い。遺言、遺言信託は適用除外とする。(SECTION 3(b)(1))。
取引を行うことを随時取り消し可能な合意した当事者間
の取引についてのみ適用される。(SECTION 5)

電子署名、電子記録が、電子的形態であることだけ
を理由に、その有効性は否定されない。
(SEC.101(a)(1))。州際、国際取引に係わる契約お
よびその他記録は、それらの作成、配布に電子エー
ジェントが介在していても、そのエージェントの動
作が使用者の意思に起因していると見なされる限
り、法的な有効性は失わない(SEC.101(h))。
規定なし

記録や署名は電子的形式であることのみで法的効力や強
制力を否定されない（SECTION 7）
。
契約内容の証明に関する最良証拠法則の要件は別途充足
しなければならい(SECTION 13)。

記録に付加された、もしくは論理的に結合された電子的
な音、シンボル、もしくは処理であり、その記録に署名
する意図を持った人によって実行される（SECTION 2）。
電子記録によって各種の書面要件は充足されること、署
名を要求する法ルールは、電子署名によって充足される
ことを定める。ただし、書面による情報提供を電子的に
行うには保存、印刷ができるような記録によらねばなら
ない。(SECTION 8)
電子的な記録保存には正確性とアクセス可能性に関する
要件が加わる(SECTION 12)。

−
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電子商取引モデル法
Commerce(ML-ECOMM)

UNCITRAL Model Law on Electoronic

商業活動において使われるデータメッセージのあらゆる形態の情
報に対して適用される(Article 1)。データメッセージは、EDI、 電
子メール、電報、テレックス、ファクシミリを含む電子的、光学的
あるいはそれらに類似の手段で生成、送信、受信、蓄積される情報
をさす(Article 2(a))。

本人の特定と、データメッセージに含まれる情報に対する本人の意
思が認められるもの(Article 7)。データメッセージの帰属に関し、
表見代理等の契約法制には立ち入らない前提ではあるが、データメ
ッセージのオリジネーターと名宛人との間で予め合意した手続を
用いてオリジネーターのデータメッセージであることを確認した
場合、又はオリジネーターとの関係により、データメッセージがオ
リジネーターのものであることを特定する方法にアクセスできる
者から発信された場合には、名宛人は、オリジネーターから合理的
な期間を置いて当該データメッセージがオリジネーターのもので
ない旨の通知を受けるか、又は名宛人に過失がある場合を除き、当
該データメッセージがオリジネーターのものとみなすことができ
る。
情報は、それがデータメッセージの形態であるという理由だけで法
的効果、有効性、強制力は否定されない(Article 5)。
データメッセージは、オリジネーターの支配外にある情報システム
に入ったときに発信したものとされ、データメッセージが名宛人が
指定した情報システムに入るか、又は指定がない場合には名宛人自
身の情報システムに入ることが受領とされている(Article 15)。

−

2.2.7. 通信傍受
諸外国では、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、イタリアなど主要先
進諸国のほぼすべてにおいて通信傍受制度に関する法律が整備されている。アメリカに
おいては、1968 年の包括的犯罪対策法により盗聴捜査が基礎づけられた。本法律では、
犯罪が実行されたか実行されると疑うに足る、かつ被疑者が関与しているとみなすに足
る十分な根拠があり、ほかに捜査の手段がなく、裁判所が令状を発布した場合にのみ認
めるとしている。1994 年に成立した「法執行機関のための通信援助法」（CALEA）、別
名「デジタルテレフォニー法」以来、盗聴捜査強化の動きが活発化している。同法では
暗号の使用規制のほか、通信事業者に対して通信設備に盗聴可能な仕様を組み込むよう
義務づけることや携帯会社に対して発信者の所在地を瞬時に割り出せる標準に統一する
といった内容が含まれている。1996 年 2 月には、通信改革法が発効するに至っている。
英国においては、1985 年に通信傍受法が施行されている。本法律は、国家の安全、重
大犯罪の防止／発見、国の経済安定を目的に国務大臣の発する令状によって実行される
もので、証拠としての使用も制限されており、他の国の法制と内容的に大きく異なる。
2000 年 7 月 15 日、「調査権法案(The Regulation of Investigatory Powers Bill)」で承
認され、西側では唯一、インターネットユーザーが政府に電子メールなどの暗号鍵を引
き渡すことを義務づけられることになった。
EU では 1996 年に行われたリヨンサミットで「インターネット犯罪の防止と摘発のた
めの国際協力体勢の整備」がテロ対策としてうたわれている。また、OECD では 1997
年 4 月にフランスがネット規制を提案するなど、フランス・ドイツ等の規制推進国の動
きによってネットワークの国際政治レベルでの管理が進行しつつある。
国内では、1999 年 8 月 12 日、通信傍受法が成立し、2000 年 8 月 15 日に施行された。
本法律は、諸外国の法制度に比べてみても、傍受の対象犯罪を限定し、犯罪の嫌疑につ
いては、逮捕の要件である「相当な理由」よりも厳しい「十分な理由」まで必要として
いる。さらに、傍受ができる期間についても、例えば、アメリカの連邦法では、最初は
30 日以内で、延長すれば更に 30 日以内で実施することが可能であり、その延長の回数
に制限がないとしているのに対し、日本の場合、最初の期間は１０日以内で実施し、延
長は１０日以内まで可能であるが、最初の１０日を含め、最大限で３０日を超えること
ができないとするなど、要件は厳格である。また、傍受の実施の手続についても、傍受
の実施時における通信事業者等の常時立会い、傍受した通信すべてを録音等で記録し、
これを封印して裁判官が保管するなど、諸外国よりも厳格な手続の適正を確保するため
のシステムを設けている。
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表 II-23 ：通信傍受法13

対象通信手段
対象犯罪

用件

期間

令状発付権者
立会人
傍受できる範囲

日本
電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若
しくは一部が有線のもの。
1．刑法第七十七条内乱の罪又はこれらの罪の未遂罪
2．大麻取締法、栽培、輸入、所持、譲渡し等の罪
3．覚せい剤取締法 輸入等、所持、譲渡し等の罪、覚
せい剤原料の輸入等、覚せい剤原料の製造、営利目的
の覚せい剤原料の輸入等、覚せい剤原料の所持、等
(第 3 条別表規定)
犯罪の嫌疑：十分な理由、犯罪の実行に関連する通信
が行われる疑い、被疑者が契約して使用しているもの、
又は犯人により犯罪の実行に関連する通信に用いられ
ると疑うに足りるもの、他の方法によっては犯人を特定
し、犯行状況等を明らかにすることが著しく困難である
こと
１０日以内。必要があると認めるときは、１０日以内の期
間を定めて延長ができるが、通じて３０日を超えること
ができない。
地裁裁判官
通信手段の傍受を実施する部分を管理する者又は地
方公共団体職員
罪の実行に関連する事項を内容とする通信を対象とす
る。傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないも
のについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを
判断するために必要な最小限度に限り、当該通信を傍
受することができる。

米国
電話、ファックス、コンピュータ通信等の電気通
信のほか、口頭の会話
原子力法の執行に関連するもの、核施設又は
核燃料の破壊に関するもの、スパイ活動に関す
るもの、破壊活動に関するもの、反逆に関するも
の、騒乱に関するもの、故意による器物損壊に
関するもの、労働組合に対する支払い及び貸借
の制限に関するもの等
犯罪の嫌疑の相当な理由、犯罪に関する特定
の通信を傍受することができると信じるに足りる
相当な理由、特定の設備等が、犯罪の実行に
関連して使用され、又は被疑者名で登録され若
しくは被疑者により通常使用されていると信じる
相当な理由等
３０日以内延長は、新規の請求と同一の要件に
より、３０日以内の期間で認められる。延長の回
数に制限はない。
連邦地方裁判所又は連邦控訴裁判所
の裁判官
定めなし
犯罪に関する特定の通信（逃亡犯罪
人の所在に関する通信を含む。）を
対象とする。

ドイツ
電話、ファックス、コンピュータ通信等の電
気通信、非公開の会話
平和紊乱、内乱、通貨又は有価証券偽造、
フルオートマチック自動装填武器等の製
造、販売、他者への交付等、麻薬の不法な
栽培、製造、取引、輸入、輸出、売却、交
付、取得等
正犯として対象犯罪を犯し、未遂を行い、又
は犯罪行為によってその罪の準備をした疑
い。事実の解明又は被疑者の所在捜査が
他の方法では不可能又は著しく困難である
ことなど。
３か月以内。延長は、要件が存続する限
り、３か月以内の期間で認められる。延長
の回数に制限はない。
裁判官。急を要するときは、検事局
定めなし
傍受の間に行われたすべての通信を記録
し、その中で重要な部分を反訳する。

「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」、 http://www.Moj.go.jp/HOUAN/SOSHIKIHO/MONITOR/refer01.html、 「通信傍受に関する
法律案（修正案）と諸外国の制度の比較」http://www.Moj.go.jp/HOUAN/SOSHIKIHO/COMPARE/refer01.html等をもとにまとめたもの。
13
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2.2.8. 運用に係わる問題および障害・災害対策
自治省（現総務省）が公表している「地方公共団体コンピュータ・セキュリティ対策
基準」においては、庁内の業務を処理するコンピュータシステムに対する実施基準とし
て、エラー・不正行為対策、防水対策、火災・地震対策および動物害・自然災害対策に
関する基準がまとめられている。
総務庁（現総務省統計局）が公表している「情報システム安全対策ガイドライン」では、
行政情報システムの安全性・信頼性を向上させるために必要な対策項目を列挙しており、
災害、人的エラーについての項目を設けている。
通産省（現経済産業省）の「情報システム安全対策基準」では、設置基準、情報シス
テムに対するセキュリティ対策基準として、技術基準および運用基準が告示されている。
郵政省（現総務省）の「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」では、情報通信ネ
ットワークを構成する設備および設置する環境について、設備基準、環境基準を定め、
情報通信ネットワークの設計、施行、維持および管理の運用についての基準を列挙して
いる。
建設省（現国土交通省）の「コンピュータシステム・情報通信システムを設置する建
築物にかかわる安全対策基準」では、コンピュータシステムの安全稼動を支援するため、
コンピュータシステムを設置する建築物について火災、地震、水害、風害、落雷等の天
災による障害および設備機器の故障による障害に対して講ずべき安全対策を示している。
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表 II-24 運用に係わる問題および災害対策ガイドライン
管轄官庁
法律・ガイドラインの名称

対象及び範囲

組織体制の整備
システムの信頼性向上対策
人的エラー・不正行為対策
障害対策
水害対策
火災対策
地震対策

自治省（現総務省）

総務庁（現総務省統計 通 産 省 （ 現 経 済 産 業 郵政省（現総務省）
建設省（現国土交通
局）
省）
省）
地方公共団体コンピュ 情報システム安全対策 情報システム安全対策 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク コンピュータシステム・
ータ・セキュリティ対策 ガイドライン
基準
安全・信頼性基準
情報通信システムを設
基準
置する建築物にかかわ
る安全対策基準
庁内の業務を一括処理 行政情報システム
する中型機以上のコン
ピュータシステム

○
○
○
○
○
○
○

情報システムの利用者 ・第一種電気通信事業 稼動ストップが社会生
全般
用ネットワーク
活上大きな影響を及ぼ
・特別第二種電気通信 すとされるコンピュータ
事業用ネットワーク
システムを設置する建
・その他の第二種電気 築物
通信事業用ネットワー
ク
・自営情報通信ネットワ
ーク
・ユーザネットワーク
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
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○
○
○
○

○
○
○

3. 情報セキュリティ対策の現状
3.1. 情報セキュリティ対策全般の動向
本節では、企業において実施されているセキュリティ対策やユーザ意識の実態について
以下のアンケート調査データを引用する。

表 II-２５

本節で引用した情報セキュリティ対策に関する調査

調査名（調査機関）
概 要
実施時期
情報システム化の現状と将 ・調査対象：上場企業の経営企画部門・情報シ 2000 年
来動向の調査
ステム部門
8月
（情報サービス産業協会）
・有効回答数：
経営企画部門
241 件（回収率 9.7％）
情報システム部門 259 件（回収率 10.4％）
平成１2 年度通信利用動向調 ・調査対象：常用雇用者数 100 人以上の企業を 2000 年
査（企業対象調査編）
無作為抽出
11 月
（総務省）
・有効回答数：1,838 件（回収率 61.3％）
ネットワークセキュリティ ・調査対象：主にコンピュータ技術者と企業の 2000 年
に関する意識調査
経営者
8月
（日本ベリサイン）
・有効回答数：1,407 件
企業のネットワーク運用/管 ・調査対象：上場／店頭公開企業と非上場企業 2000 年
理実態調査 2000
3000 社の情報システム部門やネットワーク管 1〜2 月
（日経マーケットアクセス）
理部門
・有効回答数：634 件（回収率 21.1％）
第３回コンピュータ・セキュ ・調査対象：首都圏に在住する会社員（モニタ） 2001 年
リティに関する会社員の意 ・有効回答数：1,140 件（男性 739 女性 401） 1 月
識調査
（RSA セキュリティ）
2000 年情報セキュリティ調 ・調査対象：Net & Com 日本インターネット協 2000 年
査
会・ネットワーク協議会協同展示ブースにて 2 月
（日本インターネット協
来場者に実施
会・ネットワーク協議会）
・有効回答数：321 件
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3.1.1. セキュリティに対する基本的な考え方
(1) セキュリティに対する問題意識
総務省「平成１2 年度通信利用動向調査（企業対象調査）
」によると、LAN やイントラネ
ットの利用上の問題点として、「セキュリティ対策の確立が難しい」、インターネットの利
用上の問題点として、「ウイルスの感染が心配」「セキュリティに心配がある」がそれぞれ
５割前後を占めており、セキュリティに対する問題意識が高いことがわかる。
0

10

20

30

40

50

運用管理者の人材が不足

45.9
45.7
51.6
51.4
46.1

ｾｷｭﾘﾃｨ対策の確立が難しい
25.8

運用・管理、人材の育成の費用が増大

特に問題点はなかった

9.1
10.6
5.2
4.4
3
3.2
2.8
4.2
4.3
4.5

8.1

社外費情報の漏洩防止が困難

11.7

平成10年（1,636件）

15.3

5.9
5.7

公開情報の作成が困難

図 II-１８

31.0

11.5
13.9
12.0

導入成果かが得られていない

その他

28.4

16.3

障害の復旧に時間がかかる

ｻｰﾊﾞｰへの接続に時間がかかる

60
(%)
52.2

平成11年（1,773件）

平成12年（1,676件）

LAN やイントラネットの利用上の問題点
0

10

20

30

40

ウイルスの感染が心配である
28.4
28.4
25.5

通信料金が高い
16.5
19.1

情報検索に手間がかかる

認証技術の信頼性に不安がある
知的に財産の保護に不安がある
送信した電子メールがいつ届くかわからない
データの伝達経路がわからない
その他の点
特に不満は感じていない
平成10年（1,607件）

60
(%)
52.2

セキュリティに心配がある.

電子的決済手段の信頼性に不安がある

50

28.9

12.8
12.3

5.7
5.0
4.0
5.5
5.1
5.5
5.7
5.0

45.5
39.6
45.8
47.7
48.9

8.7

8.4

2.6
4.2
2.7
2.8
3.0
3.5
5.7

平成11年（1,739件）

平成12年（1,718件）

図 II-１９ インターネットの利用上の問題点
（資料：上下とも総務省「平成 12 年度通信利用動向調査（企業対象編）」）
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(2) セキュリティへの不安
日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」によると、セキュリテ
ィへの不安として、５割以上の回答が「ネットワークに無断で侵入される」を挙げている。
また、４割以上の回答が「ファイルやデータを盗まれる」
「通信中のデータを盗聴される」
「ファイルやデータを改竄・破壊される」「社内の機密ファイルなどの持ち出し」を挙げて
いる。

(1408件）

0

10

20

30

40

50

53.6

ネットワークに無断で侵入される
46.0

ファイルやデータを盗まれる
通信中のデータを盗聴される

45.2

ファイルやデータを改ざん・破壊される

45.0

社内の機密ファイルなどの持ち出し

42.3
30.0

顧客情報を過失で漏洩してまう
24.5

ホームページを勝手に書き換えられる
14.9

偽りの発注を受ける
8.8

電子取引の事実を取引先から否認される
その他

3.6

特に不安は感じない

図 II-２０

（％）
60

12.8

セキュリティへの不安（複数回答）

（資料：日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」
）

また、セキュリティ上の不安を感じるネットワーク上の部分（複数回答）として、「社外
のネットワーク部分」が 54.7％、「社内と社外の接続部分」が 53.1％と、外部からの脅威に
対する不安が高い。
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(3) セキュリティ対策の問題点
（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画部門編）
」によると、情報システムの安全性や信頼性確保のための対策実施に係る問題
点として、「どこまで対応すれば十分なのかわかりにくい」
（79.7％）が最も高く、次に「投
資対効果が明確でなく、予算がつきにくい」（44.0％）が挙がっている。

0

（241件）

20

40

60

80

（％）
100

どこまで対応すれば十分なのかわかりにくい
投資対効果が明確でなく、予算が取りにくい
開発や運用に必要な人員が不足している
必要な技術・知識が不足している
対策を進める体制が整備されていない
ユーザ企業の経営陣の理解が足りない
ユーザ企業の従業員の啓蒙、教育が困難
ユーザ企業の運用担当者の負担が大きい
ユーザ企業のエンドユーザの負担が大きい
既存製品の機能やサービスが十分でない
その他

図 II-２１

情報セキュリティ対策実施に係る問題点（３つまで）

（資料：（社）情報サービス産業協会「情報システム化と将来動向の調査（大企業：経営企画部門編）」）

また、日本インターネット協会・ネットワーク協議会（現 インターネット協会）
「2000 年
情報セキュリティ調査」によると、情報セキュリティ達成の障害として、「社員教育不足や
エンドユーザの認識のなさ」が 23.7％と最も高い。
0%

(321件）

10%

20%
23.7%

社員教育不足やエンドユーザの認識の無さ
16.8%

優秀な情報セキュリティ人材がいない

15.9%

予算の制約

13.6%

責任の不明確さ

12.7%

上層部の不理解
権威者がいない
良いセキュリティ製品が無い
その他

図 II-２２

30%

2.9%
1.7%
2.3%

情報セキュリティ達成の障害（択一）

（資料：日本インターネット協会・ネットワーク協議会「2000 年情報セキュリティ調査」
）
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3.1.2.

セキュリティポリシー・体制・予算等

(1) セキュリティポリシー
（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画部門編）」によると、上場企業のうち「セキュリティポリシーの策定」は 32.6％、「危
機管理マニュアルの策定」は 39.0％の企業が実施しているが、その一方でどちらも２割弱
の企業が「未検討」と回答している（図 II-２８参照）。
また、日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」によると、「自社
でセキュリティポリシーを設定」という回答は４割、「設定していない」が３割、残り３割
も「わからない」としており、未設定の企業やそれが社員に浸透していない企業も多いこ
とがわかる。日本インターネット協会ネットワーク協議会「2000 年情報セキュリティ調査」
でも、同程度の割合の結果が得られている。

0.4%
30.0%
40.3%

(1,408件）

29.2%

図 II-２３

設定している
設定していない
わからない
無回答

セキュリティポリシーの設定

（資料：日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」）

17.3%

41.7%

41.1%

図 II-２４

セキュリティポリシー
（規則）がある
セキュリティポリシー
（規則）がない
わからない

(321件）

セキュリティポリシー（規則）の有無

（資料：日本インターネット協会・ネットワーク協議会「2000 年情報セキュリティ調査」）
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(2) 体制
（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画部門編）
」によると、上場企業のうち「CIO やセキュリティ統括管理責任者の設置」を
実施している企業は 27.8％、「セキュリティ管理の専門組織の設置」を実施している企業は
17.1％にとどまる（図 II-２８参照）。逆に、それらを「未検討」とした企業は前者が 38.6％、
後者が 52.3％に達しており、組織的な取り組みで対応しようとする意識は、上場企業でも
まだ充分に広まっているわけではないことがわかる。
なお、日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」では、５割近く
が「専任のセキュリティ管理者がいる」と回答している。

15.8%

0.6%

47.9%

専任のセキュリティ管
理者がいる
専任のセキュリティ管
理者はいない
わからない
無回答

35.6%

(1,408件）

図 II-２５

専任のセキュリティ管理者の有無

（資料：日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」）
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(3) 予算
（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：情報
システム部門編）」によると、情報セキュリティ確保のための予算が情報処理関係諸経費に
占める割合は、「1％未満」とする回答が現在、３年後とも最大多数である。ただし、5％未
満の合計は現在から３年後の間に 13.5 ポイント減少し、「10〜20％」「20％以上」の合計が
現在から３年後の間に 12.3 ポイント増加する。
(259件）
0%

20%

現在

３年後

40%

29.0

21.2

25.5

1％未満

図 II-２６

60%

12.7

1〜3％未満

7.3

5.8

3〜5％未満

18.5

5〜10％未満

80%

18.5

10.4

17.0

10〜20％未満

100%

1.2

6.9

20％以上

12.4

13.5

不明

情報セキュリティ予算が情報処理関係諸経費に占める割合

（資料：
（社）情報サービス産業協会「情報システム化と将来動向の調査（大企業：情報システム部門編）」）
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3.1.3.

不正アクセス対策

（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画編）」より、脅威に対する情報セキュリティ対策の実施状況をみると、「コンピュータ
ウイルス」（92.7％）、「不正アクセス」（80.4％）への対策が突出しているが、「機密情報や
重要情報の漏洩、改竄、破壊」、「個人情報の漏洩、改竄、破壊」も５割を超えている。
※ 不明を除いて集計

0%

20%

40%

60%

80%

80.4

不正アクセス

100%
3.9 1.7

13.9

(230件)
92.7

コンピュータウイルス

(232件)

5.2
56.7

機密情報や重要情報の漏洩、改竄、破壊

(231件)

37.7

52.4

個人情報の漏洩、改竄、破壊

0.4
1.7
5.6 0.0

10.5

36.2

0.9

(229件)

26.8

サービス不能攻撃

(228件)

電子商取引における不正行為

32.9

34.6

9.8

34.4

10.5

34.5

5.7

47.3

8.5

(224件)

ネットワーク上での名誉・信用の毀損等

51.1

3.9

(229件)

31.9

ソフトの不正コピー等による知的財産権侵害

29.3

31.4

7.4

(229件)

47.4

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾞｸﾞによるｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの障害

20.4

29.1

3.0

(230件)

操作ﾐｽによるｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの障害

41.5

天災等によるｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの障害

40.8

23.6

31.0

3.9

(229件)

21.9

36.0

1.3

(228件)
50.0

50.0

その他

0.0

(4件) 0.0
対応済み

対応を検討中

図 II-２７

未検討

不必要と判断

脅威に対する対策の実施状況

しかし、具体的な対策の実施状況をみると、「セキュリティ関連のハードウェアやシステ
ムツールの導入／運用」が７割を超えているものの、「セキュリティポリシーの策定」「危
機管理マニュアルの策定」は４割に満たず、その対策の有効性に不安が残る。
※ 不明を除いて集計

0%

20%

40%

60%

80%

76.0

ｾｷｭﾘﾃｨ関連のﾊｰﾄﾞｳｪｱやｼｽﾃﾑﾂｰﾙの導入

100%
6.7 0.9

16.4

(225件)
ｾｷｭﾘﾃｨ関連のﾊｰﾄﾞｳｪｱやｼｽﾃﾑﾂｰﾙの運用

74.1

8.0

17.0

0.9

(224件)
32.6

セキュリティポリシーの策定

47.5

19.9

0.0

17.5

0.9

(221件)
危機管理マニュアルの策定

39.0

42.6

(223件)
従業員に対するセキュリティ教育の実施

26.9

27.4

44.8

0.9

(223件)
CIOやセキュリティ統括管理責任者の設置

27.8

0.9

38.6

32.7

(223件)
セキュリティ管理の専門組織の設置

17.1

52.3

24.3

6.3

(222件)
ネットワーク保険への加入

73.4

17.6

6.8

(222件) 2.3
セキュリティ監査・診断テストの利用

54.1

27.5

15.8

2.7

(222件)
62.5

37.5

その他

0.0

(8件) 0.0
対応済み

図 II-２８

対応を検討中

未検討

不必要と判断

情報セキュリティ対策の実施状況

（資料：上下とも（社）情報サービス産業協会「情報システム化と将来動向の調査（大企業：経営企画
部門編）」）
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また、総務省「平成１2 年度通信利用動向調査（企業対象調査）」によると、データセキ
ュリティについて具体的な対応をしている企業は 68.6％であり、具体的対策としては「パ
スワードによるアクセス制御」の割合が 60.3％と最も高い。
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対応している（H12年）
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対応している（H11年）
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外部の事業者にまかせているのでわからない
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特に対応していない

図 II-２９

データセキュリティへの対応状況
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（％）
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代表サーバ等の利用
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認証技術の導入による利用者確認

9

回線監視

8.3

データやネットワークの暗号化

図 II-３０

70

39.1

ファイアウォールの制御

その他の対応

60

67.5

ＩＤ、パスワードによるアクセス制御

セキュリティ調査サービスの利用

50

2.9
3.9

データセキュリティへの対応状況（複数回答）

（資料：上下とも総務省「平成 12 年度通信利用動向調査（企業対象編）
」
）

また、日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」によると、被害を
防ぐための対策として実施している項目では、「ウイルス対策ソフトの導入」（81.1％）、
「ファイアウォールの設置」（59.6％）が浸透しているが、その他の対策の実施状況は２割
に満たない。

II-64

（％）
0

(1,408件)

10

20

30

40

50

60

70

80

81.1

ウイルス対策ソフトを導入している
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ファイアウォールを設置している
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システム管理者のセキュリティ教育
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SSLによるサーバー認証を行っている
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暗号化電子メールを導入している
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SSLによるクライアント認証を行う
メールのほかデータについても暗号化

4.0

その他の対策を講じている

4.7
6.6

特に対策は講じていない
わからない

図 II-３１

90

4.5

被害を防ぐための対策（複数回答）

（資料：日本ベリサイン「ネットワークセキュリティに関する意識調査」）

日経マーケットアクセス「企業のネットワーク運用／管理実態調査 2000」によると、企
業のセキュリティ管理への取り組み状況では、
「ウイルス・チェック・プログラムを導入」
（78.9％）が最も高く、「ファイアウォールを設置」（52.4％）、「プロキシー・サーバーを設
置」（45.6％）が続く。
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インターネット接続にファイアウオールを設置
45.6

インターネット接続にプロキシー・サーバー設置
38.6

アクセスIDなどを一元管理
32.6

リモート・アクセス時にユーザー認証を実施
権限ないアドレスのルーターへのアクセスを禁止

31.5

重要なデータへのアクセスを制限

30.8

メール・サーバーのログを監視

24.3
21.8

アクセス制御などのツールを導入

図 II-３２

90

78.9

ウイルス・チェック・プログラムを導入

セキュリティーの運用マニュアル策定

80

15.5

セキュリティ管理への取り組み状況

（資料：日経マーケットアクセス「企業のネットワーク運用／管理実態調査 2000」）
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コンピュータウイルス対策

3.1.4.

（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画編）」より、脅威に対する情報セキュリティ対策の実施状況をみると、「コンピュータ
ウイルス」対策は 92.7％が実施している（図 II-２７参照）。
また、総務省「平成１2 年度通信利用動向調査（企業対象調査）」によると、ウイルス対
策の対応状況は、「クライアントにウイルスプログラムを導入」が５割を超える一方、「何
も行っていない」が３割近くを占める。また、ウイルスチェックプログラム（パターンフ
ァイル）の更新周期は「月に 1 回以上」が２割を超える一方、「導入後更新していない」が
２割に達しており、対策が充分に機能していない可能性もある。
100

(%)

90
78.5

80
68.4

70
55.2

60

58.7

50

42.1

40

31.8

27.6

30

16.2

20
7.0

10

8.3

4.6

4.1

0
端末にｳｲﾙｽ
ﾁｪｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を導入している

ｻｰﾊﾞにｳｲﾙｽ
ﾁｪｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
を導入している

外部接続の際に
ｳｲﾙｽｳｫｰﾙを
構築している

その他の対策
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ウイルス対策の対応状況（複数回答）
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図 II-３４
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１年を超
える周期

導入して
から更新
していない

2000年（1,492件）

ウイルスチェックプログラムの更新周期

（資料：上下とも総務省「平成 12 年度通信利用動向調査（企業対象編）
」）
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3.1.5.

機密情報漏洩・プライバシ侵害対策

（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画編）」によると、脅威に対する情報セキュリティ対策の実施状況で、「機密情報や重要
情報の漏洩、改竄、破壊」、「個人情報の漏洩、改竄、破壊」は５割超の企業が対策を実施
している（図 II-２７参照）。また、外部委託において懸念されるセキュリティ上最も重大
な事項として、「自社や顧客のその他（個人情報以外）の機密情報」（37.8％）が最も高く、
次いで「自社や顧客の個人情報」（15.8％）、「自社システムに関する情報」
（12.9％）が続く。
(241件)
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20%

40%

37.8

1

60%

15.8

12.9

自社や顧客のその他の機密情報の管理
自社システムに関する情報の管理
危機管理マニュアルの完備
その他
不明

図 II-３５

80%

100%

8.3 3.32.9
0.0 9.1

10.0

自社や顧客の個人情報の管理
委託先がさらに再委託する場合の管理
バックアップ設備の完備
特になし

外部委託において懸念されるセキュリティ上の重大事項（択一）

（資料：
（社）情報サービス産業協会「情報システム化と将来動向の調査（大企業：経営企画部門編）
」
）

RSA セキュリティ「第３回コンピュータ・セキュリティに関する会社員の意識調査」に
よると、他人に知られたくない個人情報は男女とも「年収や資産」（男性 70.2％、女性
62.8％）が最も多く、男性は「借金や負債」（65.5％）、「行動歴」（51.2％）が、女性は「日
記の中身」（57.6％）、「手帳の中身」
（55.6％）が続く。
(男性：739名、女性：401名)
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図 II-３６
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（資料：RSA セキュリティ「第３回コンピュータ・セキュリティに関する会社員の意識調査」
）
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3.1.6.

人為ミス・誤作動、天災対策

（社）情報サービス産業協会「情報システム化の現状と将来動向の調査（大企業：経営
企画部門編）」によると、上場企業のうち「プログラムのバグ」は 47.4％、「操作ミス」は
41.5％、「天災等」は 40.8％の企業が対策を実施している（図 II-２７参照）。
また、総務省「平成１2 年度通信利用動向調査（企業対象調査）」によると、バックアッ
プ対策として実施しているのは、「自家発電装置、無停電電源装置の設置」が約５割で最も
高く、他の対策については２割に満たない。
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移動体通信や衛星を併用した
2.45.1
通信ネットワークの構築
コンピュータ等の分散化

コンピュータ等の耐震性の確保

8.2

84.4

9.0 5.9

77.1

8.0

11.6 5.1

74.6

8.7

自家発電装置、無停電
電源装置等の設置
CPUや通信制御装置の２重化

7.3

68.4

61.0

15.4 3.8

完全なバックアップ体制を備え
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図 II-３７

バックアップ対策の対応状況（複数回答）

（資料：総務省「平成 12 年度通信利用動向調査（企業対象編）」）
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7.9

3.1.7.

総括

以上の情報から、企業における情報セキュリティ対策の現状を以下のように捉えること
ができる。
・情報ネットワークの脆弱性や情報セキュリティは、企業において重大な関心事となって
いる。
・情報セキュリティ対策を実施する上で、「どこまで対応すれば十分なのかわかりにくい」
点が問題となっている。
・セキュリティポリシーは３〜４割の企業が策定済みであるが、その一方２〜３割の企業
では未検討もしくは設定していない。
・セキュリティの統括責任者やセキュリティ管理の専門組織について、未検討もしくは設
置していない企業が４〜５割に達する。
・情報セキュリティの予算は、情報処理関係諸経費の１％未満である企業が３割を占める。
・不正アクセス対策は８割の企業が実施している。具体的には、パスワードの採用による
アクセス制御が６割の企業で導入されているほか、ファイアウォールが５〜６割の企業
に導入されている。
・ウイルス対策ソフトは８〜９割の企業に導入されている。ただし、パターンファイルの
更新が適切に行われず充分に機能していないケースも含まれると考えられる。
・機密情報漏洩・プライバシ侵害対策は、５割超の企業が実施している。
・人為ミスや誤作動・天災について、４〜５割の企業が対策を実施している。対策の中心
は、自家発電装置、無停電電源装置等の設置である。
従って、現段階では、セキュリティポリシーや体制が未整備のまま、場当たり的な対策
に終始している企業が少なくないものと推測される。また、ファイアウォールの導入が５
〜６割にとどまっている点、ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更新が適切に行わ
れていないケースが見られる点も問題である。
なお、「どこまで対応すれば十分なのかわかりにくい」という指摘については、ISO15408
等の基準の整備である程度カバーされるものと期待される。
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3.2. 情報セキュリティ対策のガイドライン
情報セキュリティ対策は、経営者、システム管理者、エンドユーザと、その立場によっ
て検討・実践すべき項目が大きく異なる。そこで、それぞれの立場において、必要な知識
や作業の内容を整理する。
(1) 経営者層
経営者層には、情報セキュリティ対策の基本方針や投資に関する判断が要求される。前
提となる知識を得るのに、以下の資料が有効である。
1) 情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
（内閣安全保障・危機管理室

情報セキュリティ対策推進室）

経営者層が理解しなければならない情報セキュリティポリシーの必要性や、策定のた
めの手続き、体制、さらに導入・運用・評価といったサイクルについての考え方を把握
する教科書として有効である。
ただし、省庁を対象に作成されたため、企業が重視すべき情報の管理や、取引を巡る
リスク分析といった点についてはカバーされていない点に留意する必要がある。
2) 情報システム部門責任者のための情報セキュリティブックレット
（情報処理振興事業協会

セキュリティセンター）

CIO を軸とした米国の手法は情報システム部門の管理者が CIO に位置していない日
本には適さないことや、情報システム部門の責任者が組織の情報セキュリティコントロ
ールを担うためにリソース（予算、人材、情報、時間、他部門の協力等）を必要として
いることなど、経営者側がセキュリティの確立におけるシステム管理者の立場を理解す
るのに有効な資料である。
なお、本書ではカバーされていないが、今後増えるであろうセキュリティアウトソー
シングと情報システム部門との役割分担のように、経営者層と情報システム部門の責任
者が検討しなければならない課題が多いことに留意する必要がある。
3) 金融機関等におけるセキュリティポリシー策定のための手引書
（財団法人金融情報システムセンター）
銀行等の金融機関においてセキュリティポリシーを策定するための考え方や手順を解
説した手引書であり、金融機関の経営者層やシステム管理者など、セキュリティポリシ
ー策定の中心的役割を担うスタッフ、マネージャ向けの教科書として有効である。
なお、金融機関を対象としているため、一般企業に比べ利用者に対する制約が厳しいこ
とに留意する必要がある。
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4) ネットワークの運用体制に関するガイドライン
（社団法人私立大学情報教育協会

情報倫理教育振興研究委員会）

大学の立場からネットワークに係る社会的責任を捉え、必要な対応策を解説したもの
である。ネットワークシステム利用上の情報倫理規定や、セキュリティに関する技術的
対応と管理組織のあり方を扱っており、経営者層において、それらを確立する際に有効
である。
ただし、大学での運用が対象であるため、企業におけるセキュリティ対策とは異なる
特徴も見られる。
(2) システム管理者
経営者層には、情報セキュリティ対策の基本方針や投資に関する判断が要求される。前
提となる知識を得るのに、以下の資料が有効である。
1) 情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
経営者層が理解しなければならない情報セキュリティポリシーの必要性や、策定のた
めの手続き、体制、さらに導入・運用・評価といったサイクルについての考え方を把握
し、そのための作業項目を洗い出す教科書として有効である。
ただし、省庁を対象に作成されたため、企業が重視すべき情報の管理や、取引を巡る
リスク分析といった点についてはカバーされていない点に留意する必要がある。
2) ネットワークリスク診断チェックリスト
（社団法人日本損害保険協会

安全防災部）

簡単な質問に答えていくことによって、企業が自社のネットワークシステムに潜むリ
スクを把握できる。このチェックリストを通じてネットワーク利用のリスクがどこにあ
るのかを考察し、講ずるべき措置について基本的な認識ができる。
ただし、1998 年 7 月に策定されたものであって、最新の動向は反映されていない点に
留意する必要がある。
3) 情報システム部門責任者のための情報セキュリティブックレット
（情報処理振興事業協会

セキュリティセンター）

IT ガバナンスの視点から、情報リスクマネジメントを実践するための作業項目や基本
的な考え方、セキュリティ対策予算を確保するための定量的な投資効果測定手法、国際
的なガイドラインの概要などが解説されており、情報システム部門の責任者が必要とす
る知識を広く学ぶことができる。IT リスクマネジメントに関する現状チェックリストも
添付されている。
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なお、本書ではカバーされていないが、今後増えるであろうセキュリティアウトソー
シングと情報システム部門との役割分担のように、経営者層と情報システム部門の責任
者が検討しなければならない課題が多いことにも留意する必要がある。
4) 金融機関等におけるセキュリティポリシー策定のための手引書
（財団法人金融情報システムセンター）
銀行等の金融機関においてセキュリティポリシーを策定するための考え方や手順を解
説した手引書であり、金融機関の経営者層やシステム管理者など、セキュリティポリシ
ー策定の中心的役割を担うスタッフ、マネージャ向けの教科書として有効である。
なお、金融機関を対象としているため、一般企業に比べ利用者に対する制約が厳しいこ
とに留意する必要がある。
5) コンピュータ不正アクセスの現状、コンピュータシステムの実践的不正アクセス対策
（情報処理振興事業協会

セキュリティセンター）

不正アクセスの動向や被害例と、システム管理者がとるべき不正アクセス対策につい
ての解説資料であり、システム管理者が把握すべき技術的対策や管理的対策をカバーし
ている。
ただし、基本的な作業項目の紹介が中心であり、不正アクセスの具体的な手口や、セ
キュリティ運用上発生するトラブル（例：経営陣の理解不足、予算確保の障壁、委託
先の能力不足、エンドユーザからの反発等）についてはあまりふれていないことには
留意する必要がある。
6) 小規模サイト管理者向けセキュリティ対策マニュアル
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
小規模サイトを対象として、脅威の例やサイトの構築方法などをとりあげて、セキュ
アなサイト構築、運用を行うためのマニュアルであり、システム管理者が実際に使える
ように、攻撃毎の対処策について設定方法などを実践的に解説している。
ただし、取り上げている攻撃方法が古典的なものを中心とすることに留意する必要が
ある。また、資料のボリュームがあるため、すべてを網羅するには時間を要する。
7) コンピュータ不正アクセス被害防止対策集
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
IPA に届出もしくは相談のあった不正アクセス行為の典型的なケースごとに対策を紹
介しており、システム管理者が既存の対策の状況を確認するのに有効である。
ただし、セキュリティポリシーとの整合については、別途検討する必要がある。
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8) セキュリティ対策セルフチェックシート
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
セキュリティ対策として確認すべき事項がリスト化されており、システム管理者が運
用中のシステムにおけるセキュリティの状況について把握するのに有効である。チェッ
ク項目の重要度を設定しており、時間・費用、サービス環境等の制約に応じて、重要な
項目から対応していくことができる。
ただし、「必ず行うべきもの」に分類されている項目の中には、システム管理者が自分
だけで判断できない項目も含まれていることに留意する必要がある。
9) Microsoft TechNet / セキュリティチェックリスト
（マイクロソフト社）
Windows NT、IIS 等の用途に応じたセキュリティ強化のための推奨設定を記載したも
ので、IIS4、IIS5 の稼働しているサーバを対象としたもの、Windows NT 4.0 ドメイン
コントローラを対象としたもの、メンバサーバとして稼働している Windows NT を対象
としたもの、Windows NT Server 4.0 の C2（米国の政府基準 TCSEC によるセキュリ
ティ評価レベル）を受けたソフトウェア構成を再現するものが用意されている。システ
ム管理者が Windows NT を使って高いセキュリティを必要とするシステムを構築・運
用する際の設定の教科書として有効である
ただし、機能性よりもセキュリティを重視する形で記述されているので、自社のセキ
ュリティポリシーや要求されるサービス品質を勘案して設定を選択する必要がある。
10) Windows 2000 / NT を用いた高度セキュリティシステム構築技術
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
Microsoft Windows 2000 / NT オペレーティングシステムについて、セキュリティの
観点からシステムを構築する際の留意点をまとめたもの。大規模で高度なセキュリテ
ィの要求されるシステム、制御系システムのようなリアルタイムに情報を扱うシステ
ム等について、セキュリティ対策の観点から Windows2000 / NT の構築ノウハウをま
とめたものは少なく、有用である。
ただし、内容が比較的高度で、画面イメージ等の情報が乏しいことから、利用者は
Windows やネットワークに関する基本的な知識を持っていることが望まれる。
(3) エンドユーザ層
エンドユーザ層には、セキュリティポリシーやルールに則り、不正アクセスやコンピュ
ータウイルスについての基本的な脅威と対策を理解し、実践することが要求される。前提
となる知識を得るのに、以下の資料が有効である。
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1) ネットワークリスク診断チェックリスト
（社団法人日本損害保険協会

安全防災部）

簡単な質問に答えていくことによって、企業が自社のネットワークシステムに潜むリス
クを把握できる。システム管理者だけでなく、エンドユーザにも利用できる
よう、技術的な質問項目を極力少なくし、かつ相対的にリスク診断が可能な
ように質問を構成されている。
ただし、1998 年 7 月に策定されたものであって、最新の動向は反映されていない点に
留意する必要がある。
2) エンドユーザにおける不正アクセスの被害と対策
被害事例を踏まえ、エンドユーザが行うべき不正アクセス対策がわかりやすく解説さ
れている。画面イメージを織り交ぜた操作方法まで踏み込んで解説しており、実用的な
参考資料として有効である。
ただし、具体的な対策が中心であり、企業のエンドユーザにとってセキュリティポリ
シーやルールが持つ意味については、言及していない。
3) コンピュータ不正アクセス被害防止対策集
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
CATV 等における常時接続時の共有設定、ダイヤル Q2 や国際電話への対策といった
個人向けの対策についても紹介しており、個人ユーザにとって重要な情報源である。
ただし、比較的高度な技術を要する対策や海外文献への参照も含まれており、ある程
度の知識が要求される。
4) ウイルス対策チェックシート
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
ウイルス対策ツールの導入について必要な項目を確認することができ、初心者を含む
個人ユーザがウイルス対策の基本を学ぶのに使用する。自身の情報環境に関する基本的
な情報も整理できるので、ウイルス対策だけでなく、一般的なトラブルシューティング
にも有効である。
なお、企業 LAN のユーザのサポートについては、環境に応じて異なる観点からの配
慮も必要となる。
5) Windows 2000 / NT を用いた高度セキュリティシステム構築技術
（情報処理振興事業協会セキュリティセンター）
Microsoft Windows 2000 / NT オペレーティングシステムについて、セキュリティの
観点からシステムを構築する際の留意点をまとめたものであり、エンドユーザも IIS 等
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に関するセキュリティ上の、セキュリティ対策について把握することができる。
ただし、内容が比較的高度で、画面イメージ等の情報が乏しいことから、利用者は
Windows やネットワークに関する基本的な知識を持っていることが望まれる。
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表 II-26 ガイドラインリスト
名称
発行者
情報セキュリティポリ 内閣安全保障・危機
シーに関するガイドラ 管理室 情報セキュ
リティ対策推進室
イン
（http://www.kantei.
go.jp/jp/it/security
/taisaku/guideline.h
tml）

最終更新年月
対象層
2000年7月
・省庁の情報シス
テム管理者

情報システム部門責任 情報処理振興事業協
者のための情報セキュ 会セキュリティセン
リティブックレット ター
（http://www.ipa.go.
jp/security/awarenes
s/management/managem
ent.html）

2001年 3月

・経営者層
・システム管理者

金融機関等におけるセ （財）金融情報シス
キュリティポリシー策 テムセンター
定のための手引書
（http://www.fisc.or
.jp/ippan̲3.htm）

1999年1月

・金融機関の経営
者層
・金融機関のシス
テム管理者

エンドユーザにおける 情報処理振興事業協
不正アクセスの被害と 会セキュリティセン
ター
対策
（http://www.ipa.go.
jp/security/awarenes
s/end‑users/end‑
users.html）

2001年 2月

・企業のエンド
ユーザ
・家庭ユーザ

特徴
・各省庁の情報システムにおけるセキュリティ対策をとりまとめる情報
セキュリティポリシー対策のためのガイドライン。
・平成１５年度の電子政府実現のための情報セキュリティ確保を当面の
目標として、実態に即したポリシーを策定・運用、その実施状況を踏ま
えて見直し、平成１５年度までに目標を達成するとしている。
・ポリシーの策定手続き及び定めるべき事項について解説。
・策定〜導入〜運用〜評価・見直しを繰り返し高いセキュリティ水準を
実現。
・最高情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ対策委員会の設置
により情報セキュリティ確保のための体制を確立。
・情報セキュリティ確保に必要な対策について、物理的セキュリティ、
人的セキュリティ、技術的セキュリティ、運用観点から包括的な対策を
実施。
・ポリシーに定められた情報セキュリティ対策の実施を徹底するため、
各々の部局おいて実施手順を策定。
・組織の情報セキュリティコントロールにおいて、情報システム部門の
責任者が担うべき役割と、その際に必要となる考え方や知識をまとめた
解説書。
・ＩＴガバナンスの視点から、情報リスクマネジメントを実施するため
の作業項目や基本的な考え方を、情報リスクマネジメントサイクル（計
画、実施、評価・見直し）に沿った形で解説。
・情報セキュリティの国際的ガイドラインについて解説。
・ＣＩＯを軸とした米国の手法では、情報システム部門の管理者がＣＩ
Ｏに位置していない日本には適なさないことを指摘。
・事例を多用し、起こりうる問題点を具体的に解説。
・組織の実状に即した形で情報セキュリティコントロールを立案し、現
場に的確な業務指示を行うこと、現場の業務担当者の報告を理解し、
フィードバックするために必要な体系的な情報セキュリティの知識を獲
得することが可能。
・セキュリティ予算を確保するための定量的な投資効果測定手法につい
ても紹介。
・ＩＴリスクマネジメントに関する現状チェックリストも添付。
・銀行等の金融機関においてセキュリティポリシーを策定するための考
え方や手順を解説した手引書。
・セキュリティポリシーの基本解説、策定のための社内体制、策定手
順、必要な作業手順を項目例、セキュリティポリシーの文書例等を交え
て解説。
・「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」から派生。

利用イメージ
・組織として情報セキュ
リティを初めて策定する
際に教科書として活用す
る。

・被害例を踏まえた、エンドユーザが行うべき不正アクセス対策につい
ての解説資料。
・企業のエンドユーザに加え、家庭ユーザに対しても必要な対策を提
示。
・画面イメージを含めた具体的な操作方法まで踏み込んで解説。
・セミナーのプレゼンテーション資料として構成。

・エンドユーザもしくは
エンドユーザに近い各部
署のセキュリティ担当者
が、セキュリティについ
て配慮すべきことを確認
する参考資料として活
用。
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・情報システム部門の責
任者が本格的なセクリ
ティ対策の実践のために
必要な作業項目を洗い出
し、検討する際に使用。

・金融機関の経営者層や
システム管理者など、セ
キュリティポリシー策定
の中心的役割を担うス
タッフ、マネージャが教
科書として使用。

名称
発行者
ネットワークリスク診 （社）日本損害保険
協会 安全防災部
断チェックリスト
（http://www.sonpo.o
r.jp/）

最終更新年月
対象層
1998年7月
・システム管理者
・エンドユーザ

特徴
・簡単な質問に答えていくことによって、企業が自社のネットワークシ
ステムに潜むリスクを把握できるチェックリスト。
・「○の数や何％以上であればリスク対策は十分」といった判断に使う
ものではなく、チェックリストの回答結果から、ネットワーク利用のリ
スクがどこにあるかを考察し、しかるべき措置を講ずるための基本認識
を整理してもらうためのもの。
・企業としての考え方を問う基本チェックリストとインターネットの利
用にかかる特定のリスクを対象としたオプションチェックリストを、
Yes,No,N/Aの3択で処理する。
・パスワード管理やウイルス対策だけでなく、セキュリティポリシーや
ルール、体制、さらに個人情報保護について言及。
・システム管理者だけでなく、エンドユーザにも利用できるよう、技術
的な質問項目を極力少なくし、かつ相対的にリスク診断が可能なように
質問を構成。

利用イメージ
・システム管理者が自社
のリスクについて知るた
めに使用。
・社員に実施して、セ
キュリティに関する啓
発・教育に活用すること
も可能。

コンピュータ不正アク 情報処理振興事業協
会セキュリティセン
セスの現状、
コンピュータシステム ター
の実践的不正アクセス
対策
（http://www.ipa.go.
jp/security/awarenes
s/administrator/admi
nistrator.html）

2001年 2月

・システム管理者

・不正アクセスの動向や被害例と、システム管理者がとるべき不正アク
セス対策についての解説資料。
・システム管理者に対象を絞り、技術的対策、管理的対策を解説。
・技術面では、セキュリティツールやログ管理の内容を紹介。
・管理面では、セキュリティポリシーの内容や運用、システム構成管
理、セキュリティ監査等を紹介。
・セミナーのプレゼンテーション資料として構成。

・セキュリティについて
あまり知識のないシステ
ム管理者向けの、入門的
な解説書として参照。

小規模サイト管理者向 情報処理振興事業協
けセキュリティ対策マ 会セキュリティセン
ター
ニュアル
（http://www.ipa.go.
jp/security/fy12/con
tents/crack/soho/soh
o‑keiji.html）

2001年4月

・システム管理者

・小規模サイトを対処として、脅威の例やサイトの構築方法などをとり
あげて、セキュアなサイト構築、運用を行うためのマニュアル。
・代表的な攻撃例をわかりやすく解説
・システム管理者が実際に使えるように、攻撃毎の対処策について設定
方法などを実践的に解説。
・小規模サイトを前提として記述（ただし、「考え方は大規模サイトに
おいても共通する」としている）。

・セキュリティについて
あまり知識のないシステ
ム管理者向けが、実際の
管理者運用の段階で最初
に使う教科書として利
用。

コンピュータ不正アク 情報処理振興事業協
セス被害防止対策集 会セキュリティセン
（http://www.ipa.go. ター
jp/security/ciadr/cm
01.html）

2001年3月

・システム管理者 ・IPAに届出もしくは相談のあった不正アクセス行為に関する対策のリ ・不正アクセス行為の被
害を受けたときに、ユー
スト。
・エンドユーザ
ザやシステム管理者が対
（含個人ユーザ） ・代表的な不正アクセス行為に対する対策を個別に紹介。
・さらに、CATV等における常時接続時の共有設定、ダイヤルQ2や国際電 策を確認するのに使用。
話への対策といった個人向けの対策もカバー。
・各種の関連情報へのリンクも提示。

セキュリティ対策セル 情報処理振興事業協
会セキュリティセン
フチェックシート
（http://www.ipa.go. ター
jp/security/ciadr/ch
ecksheet.html）

2000年5月

・システム管理者

・セキュリティ対策として確認すべき事項をリスト化。
・「セキュリティ対策は守るべき情報の重要性と問題点の兼ね合いを見
つつ進めていかざるを得ない」ことを前提に作成。
・情報収集、不正アクセスの要因の排除、発見、被害の軽減、被害への
対応という枠組みで行うべき項目を整理。
・チェック項目の重要度を設定しており、時間・費用、サービス環境等
の制約に応じて、重要な項目から対応していくことができる。

ウイルス対策チェック 情報処理振興事業協
会セキュリティセン
シート
（http://www.ipa.go. ター
jp/security/virus/be
ginner/check/check.h
tml）

2000年12月

・エンドユーザ

・自身の情報環境に関する基本的な情報を整理した上で、ウイルス対策 ・初心者を含む個人ユー
ザがウイルス対策の基本
ツールの導入について必要な項目を確認することができる。
・ウイルス対策だけでなく、一般的なトラブルシューティングにも有 を学ぶのに使用。
効。
・初心者にもわかりやすく解説。
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・システム管理者が運用
中のシステムにおけるセ
キュリティの状況につい
て確認するのに使用。

名称
発行者
ネットワークの運用体 （社）私立大学情報
制に関するガイドライ 教育協会 情報倫理
教育振興研究委員会
ン
（http://www.shijoky
o.or.jp/LINK/rinri.p
df）

Microsoft TechNet /
セキュリティチェック
リスト
（http://www.microso
ft.com/japan/technet
/security/default.as
p）
Windows 2000 / NT を
用いた高度セキュリ
ティシステム構築技術
（http://www.ipa.go.
jp/security/awarenes
s/administrator/admi
nistrator.html）

最終更新年月
対象層
1999年3月
・大学の経営者層

特徴
・大学の立場からネットワークに係る社会的責任を捉え、必要な対応策
を解説。
・ネットワークシステム利用上の情報倫理規定の策定について解説する
とともに、そのモデルを提示。
・セキュリティについて、技術的対応と管理組織のあり方を解説。

利用イメージ
・大学の経営者層が、情
報倫理規定の策定やセ
キュリティ体制の確立に
着手する際に活用。

マイクロソフト社

2000年3月〜
2001年3月

・システム管理者

・システム管理者が
Windows NT を使って高い
セキュリティを必要とす
るシステムを構築・運用
する際の設定の教科書と
して使用。

情報処理振興事業協
会セキュリティセン
ター

2001年2月

・システム管理者
・エンドユーザ
（Windows2000 /
NTユーザ）

・Windows NT、IIS等の用途に応じたセキュリティ強化のための推奨設
定を記載。
・それぞれ、IIS4、IIS5の稼働しているサーバを対象としたもの、
Windows NT 4.0ドメインコントローラを対象としたもの、メンバサーバ
として稼働しているWindows NTを対象としたもの、Windows NT Server
4.0のC2（米国の政府基準TCSECによるセキュリティ評価レベル）を受け
たソフトウェア構成を再現するものを提示。
・Microsoft Windows 2000 / NTオペレーティングシステムについて、
セキュリティの観点からシステムを構築する際の留意点をまとめた資
料。
・大規模で高度なセキュリティの要求されるシステム、制御系システム
のようなリアルタイムに情報を扱うシステム等について、セキュリティ
対策の観点からノウハウをまとめたものはほかにない。
・インターネット接続サーバの構築時、高セキュリティ情報系システム
の構築時、制御系システム等リアルタイム性の要求されるシステムの構
築時を想定し、それぞれ想定される脅威と対策として行うべき構成、設
定についてまとめた。
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・Windows2000 / NTでの
システム構築が必要な
ユーザやシステム管理者
が配慮すべきポイントを
チェックするのに使用。

4. 標準化の現状
本章においては、標準化の現状について以下の観点から述べる。
セキュリティマネジメント
セキュリティ評価基準
暗号
認証および PKI
IETF の動向

4.1.

セキュリティマネジメント（セキュリティポリシー等）

セキュリティポリシーを中心としたセキュリティマネジメントに係わる標準に関し、以下
に示すそれぞれの概要を述べた上で、標準化動向全体について総括する。
BS7799
GMITS
IETF のセキュリティポリシー関連の RFC
4.1.1. 各標準の現状
(1) BS7799
BS（British Standard）7799 は、DTI（Department of Trade and Indutries：英国貿易
産業省）と BSI（British Standard Institution：英国標準化協会）により作成されたセキ
ュリティマネージメントの実践規範であり 2 つのパートから成る。パート 1( BS7799-1)は
標準行動規約として情報システムの安全対策全般を述べ、パート 2( BS7799-2)は情報セキ
ュリティマネージメントの要件を記述している。対象は民間企業で、読者にセキュリティ管
理者を想定している。
パート 1 は 1995 年に制定され、パート 2 は 1998 年に制定された。両者とも 1999 年に
改訂された。パート 1 である BS7799-1 は 2000 年に国際標準 ISO/IEC 17799 となった。
現在、それをベースとした JIS 原案が、 日本規格協会を事務局として作成中である。
また、JIPDEC(日本情報処理開発協会)においては、平成１２年度末をもって廃止された
情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度(安対制度) にかわる民間ベ
ースによる第三者認証制度と位置付けられるものとして、情報処理サービス業を対象に、国
際標準 ISO/IEC 17799:2000 をベースとした 情報システムのセキュリティ管理に関する
適合性評価を行う事業を平成１３年度より始めた。これは、情報セキュリティマネジメント

II-79

システム(ISMS)適合性評価制度という制度であり、平成１３年度は「パイロット事業」と
して、パイロット審査等により事業者認証を行うこととしている。
(2) GMITS
GMITS（Guidelines for the Management for IT Security）は、ISO TR 13335 としてテ
クニカルレポートになっている情報セキュリティ管理指針である。内容は、第 1 部： IT セ
キュリティの概念及びモデル、第 2 部： IT セキュリティのマネジメント及び計画、 第 3
部： IT セキュリティマネジメントのための手法、第 4 部： セーフガードの選択、第 5 部：
外部との接続に対するセーフガードから成る。このうち、第 1 部は 1996 年、第 2 部は 1997
年、第 3 部は 1998 年、第 4 部は 2000 年にそれぞれテクニカルレポートとなった。なお日
本においても、ISO TR 13335-1〜4 に対応し、JIS TR X 0036-1〜5 として標準情報化され
た。
(3) IETF のセキュリティポリシー関連の RFC
IETF において、セキュリティポリシー関連の RFC は、以下が存在する。
(a)RFC 1281（インターネットのセキュアな運用のためのガイドライン）
RFC1281 では、情報セキュリティを、情報に係わるプライバシの保護 、不正な変更（改
竄）に対する情報の保護、サービス妨害に対するシステムの保護 、不正アクセスに対する
システムの保護と規定している。そして、これらを実現するために、エンドユーザ、プロバ
イダ、ベンダ･システム開発者の責任について述べている。1991 年に RFC となった。
(b) RFC 2196（サイトセキュリティハンドブック）
RFC2196 は、インターネット上のサイトが、セキュリティポリシーを策定するためのガ
イドラインである。内容には、セキュリティポリシーに記述すべき内容と作成過程に加え、
インターネットにおけるネットワークセキュリティの技術的な論点、
情報セキュリティへの
脅威に対する対応法等が含まれている。1997 年に RFC となった。
4.1.2. 動向
以上の標準に従って、各企業や事業体がセキュリティ管理基準を策定する場合、その量が
膨大になり、実運用や評価に困難が伴う場合も考えられる。よって、セキュリティポリシー
を階層化して整理すると共に、その実運用性を確保することが求められている。

4.2. セキュリティ評価基準
セキュリティ評価基準について、CC を中心に述べる。
4.2.1. CC
CC（Common Criteria）は、セキュリティ評価基準であり、米国において1983年に制定
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された軍用調達のためのコンピュータ製品評価基準TCSEC（通称オレンジブック）と、1991
年に欧州委員会から発行されたセキュリティ評価基準ITSECの統一を目的とし、1993年か
ら標準化が開始され、1999年6月にISOにおいてISO/IEC 15408として国際標準となった。
内容は3パート構成となっている。
Part1「一般モデル」はCCの概説であり、CCが前提とするセキュリティコンセプトや評
価コンセプト等について記載されている。さらに、セキュリティ評価対象製品・システムの
セキュリティ仕様書である「セキュリティターゲット」（Security Target、STと略称）、お
よび、製品の種別毎に、製品が考慮すべき脅威やそれに対する対策方針、対策を実現するた
めのセキュリティ機能要件や保証要件を記述した文書である「プロテクションプロファイ
ル」（Protection Profile、PPと略称）について解説されている。
Part2「機能要件」には、製品やシステムが備えるべきセキュリティ機能（監査、暗号、
ユーザデータ保護等）に関する要件である「機能要件」が規定されている。
Part3「保証要件」には、Part2の機能要件を確実に実装にブレークダウンするための要件
である「保証要件」が規定されている。この「保証要件」には、開発仕様書の内容、テスト
実施内容、脆弱性／誤使用に対する抵抗力、構成管理、開発環境、配付手順等）が規定され
ている。また、開発者が評価者に提出すべきドキュメント類や、評価者が実施する評価内容
が規定されている。さらに、製品やシステムが機能要件をどこまで保証しているかを表す尺
度として、各保証要件のサブセットという形で７階層の「評価保証レベル」（EAL:Evaluation
Assurance Level と呼ばれている）が定義されている。
4.2.2. 日本における動向
欧米各国では1990年代初頭からセキュリティ評価・認証制度を確立し、運用の経験を積ん
できているのに対して、日本においても以下のような取り組みが始まっている。まず、IPA
セキュリティセンターではCCTF（コモンクライテリアタスクフォース）を1998年より設
置し、CCベースの評価技術の開発・実証、設計／評価支援ツールの開発および実証および
評価技術に係わる啓発活動を実施している。そして、「ITセキュリティ評価と認証制度」の
ドラフトが公開されている。また、CCは2000年７月にJIS X5070としてJIS化され、それ
を基にした、
「情報セキュリティ評価認証体制」の運用が始まった。これは、電子政府のセ
キュアな基盤構築を目的として、政府が利用するＩＴ関連製品（ハードウェア／ソフトウェ
ア／システム）のセキュリティ機能・品質をチェックする制度であり、独立行政法人「製品
評価技術基盤機構」が中心となってＩＴ関連製品の評価・認証を行っている。
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暗号

4.3.

暗号に係わる標準に関し、それぞれの概要を述べた上で、標準化動向について総括する。
4.3.1. 各標準の現状
共通鍵暗号、公開鍵暗号、ハッシュ関数において、現在標準となっているものについてその
標準化の経緯と動向を述べる。そして、現在進行中の主な標準化活動として NESSIE、
CRYPTREC、および、ISO/IEC JTC1/SC27 の活動について述べる。
(1) 共通鍵暗号
ISO 等の国際標準機関においては、共通鍵暗号アルゴリズム自体を現時点では標準化し
ていない。ただし、ISO の各種の標準（ISO9564：CD/ATM・POS 端末と銀行のホストコ
ンピュータ間における利用者番号の暗号化、ISO8732：鍵の管理、ISO10126：データの暗
号化等）には特定の暗号アルゴリズムを前提とするものがある。暗号アルゴリズム自体の標
準としては、米国の政府調達基準の DES、Triple-DES、AES が挙げられる。
(a)DES および Triple DES
DES は、1974 年に米国 IBM 社により開発された共通鍵暗号方式であり、金融システム
をはじめとし、多くのアプリケーションにおいて広く利用されている。NIST（1977 年当時
は NBS）により、米政府の調達標準（FIPS46）とされた。近年における標準化は、Triple
DES を中心に進められている。ANSI、NIST、ISO においてもそれぞれ標準化作業が行わ
れている。ANSI では、1998 年に X9.52 として Triple DES を標準とした。NIST では、
ANSI の標準化制定を受け、FIPS 46-3 として Triple DES を制定した（FIPS 46-2 は DES
である）。ISO では、ANSI X9.52 の制定を受け、ISO/TC68（金融専門委員会）において
Triple DES の国際標準化を進めている。
(b)AES
AES は、DES に代わる米国連邦政府調達標準として、NIST が中心となって策定を進め
ている暗号アルゴリズムである。策定は民間からの公募により行われている。1997 年に開
始された公募に全世界から 15 件の応募があり、1999 年 6 月には以下の 5 つに絞られた。
MARS（米 IBM 社）
RC6（RSA Lab）
Rijndael（J.Daemen、V.Rijmen）
Serpent（R.Anderson、E.Biham、L.Knusen）
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Twofish（B.Schneider、J.Kelsey、他）
なお、アルゴリズムの要件は以下の通りである。
共通鍵ブロック暗号であること
鍵長は、128 ビット、192 ビット、256 ビットのいずれでも利用可能であること
ブロック長は、128 ビットが利用可能であること
ロイヤリティフリーであること
さらに、評価基準は次のように公表されている。
安全性（暗号文のランダム性、安全性に関する理論的根拠、評価プロセスにおい
て指摘された問題点）
コスト（鍵のセットアップ、暗号化／復号の処理速度、メモリ容量）
その他（アプリケーションへの利用可能性、ハードウェア／ソフトウェアへの適
用性、構造の単純性）
2000 年の 10 月には Rijndael が AES 最終候補として決定された。Rijndael は、ベルギ
ー･Banksys 社の Daemen とルーベン･カトリック大学の Rijnmen によって提案されたアル
ゴリズムであり，ブロック長，鍵長ともに 128bit，192bit，256bit が使用可能である。高
性能 CPU だけでなく 8 ビット CPU など低機能の CPU についても処理効率が高く、幅広
いプラットフォームでの効率よい動作が確認されている。AES 選定においてもこの点が高
く評価された。AES の決定に伴い、米 RSA Security，アイルランド Baltimore Technologies，
および米 Entrust Technologies が自社の製品に Rijndael を取り入れることを発表しており、
今後多くのベンダーもこれに続くものと考えられる。
(2) 公開鍵暗号
(a)公開鍵暗号全般
国際標準化機関において、公開鍵暗号のアルゴリズム自体で現在標準化されたものはない。
しかしながら、以下の標準によって、公開鍵暗号を用いる方式は規定される。
ISO9796（公開鍵暗号を用いたディジタル署名）
ISO9798-3（公開鍵暗号を用いたエンティティ認証）
米国内においては、IEEE （米国電気電子技術者協会）が IEEE P1363 として公開鍵技
術一般を標準化する過程にあり、その中で、公開鍵暗号アルゴリズム自体についても RSA
や楕円曲線暗号等を標準化している。
(b)楕円曲線暗号
楕円曲線暗号は、SET（Secure Electronic Transaction）の version2 においての利用が
発表されている他、米国 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineering）や
ANSI（American National Standards Institute）においても標準化が進められている。
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2000 年 9 月に楕円暗号技術に関する業界団体「Standards for Efficient Cryptography
Group (SECG)」により楕円暗号向け標準仕様「SEC 1」と「SEC 2」が発表された。電子
商取引，株取引，無線通信，インターネット接続，オンライン・バンキング，スマート・カ
ード，電子決済システムといった分野におけるアプリケーションのセキュリティ確保を目的
としている。SEC 1 と SEC 2 は，ANSI（米国規格協会）や IEEE（米国電気電子学会）が
定 め た 楕 円 暗 号 の 標 準 規 格 に 準 拠 し た サ ブ セ ッ ト を 定 義 し た も の で 、 SEC 1 は
MAC(Massage Authentification Code)スキーマや鍵データの処理などの楕円暗号における
基本セットの定義を，SEC 2 は推奨パラメータのリストを提供している。
(3) ハッシュ関数
ハッシュ関数に関しては、主に以下の標準化が行われている。
ISO10118-1（ハッシュ関数の一般的な定義）
ISO10118-2（共通鍵暗号を用いたハッシュ関数）
ISO10118-3（排他的論理和・代数演算・索表等の操作を繰り返すことにより得
られる専用ハッシュ関数、実質的には SHA-1 を前提としている。）
ISO10118-4（モジュロ演算を用いるハッシュ関数）
RFC1319（128 ビットのハッシュ符号をバイト単位に適用する、MD2）
RFC1320（128 ビットのハッシュ符号を 32 ビット単位に適用する、MD4）
RFC1321（MD4 の改良版）
FIPS 180-1（SHA-1）
(4) NESSIE
NESSIE は 2000 年 1 月から 3 年計画で開始されたプロジェクトであり、6 ｶ国 7 組織の
参加によって実施されている（「表 3-6 NESSIE プロジェクトの参加組織及び主要メンバ
ー」参照）。また、EU における産業競争力の強化と市民生活の向上を目指し、各種の研究、
技術開発、デモンストレーション活動を実施するプログラムである FP5（5th Framework
Programm）
および EU 各国の 26 のセキュリティ関連組織からなる project industry board
からの協力も得ている。
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表 II-27
国

NESSIE プロジェクトの参加組織および主要メンバー
組織

ベルギー

KatholiekeUniversiteit Leuven
(Prime Contractor)

フランス

Ecole Normale Suprieure

英国
ドイツ
イスラエル
ベルギー
ノルウェー

Royal Holloway, University of London
Siemens AG
Technion – Israel Instituteof Technology
Universite Catholique de Louvain
Universitetet i Bergen

主要メンバー
Bart Preneel
Vincent Rijmen
Antoon Bosselaers
Bart Van Rompay
Jacques Stern
Granboulan
Sean Murphy
Markus Dichtl
Eli Biham
Jean-Jacques Quisquater
Mathieu Ciet
Francesco Sica
Lars Knudsen

NESSIE プロジェクトの主目的は、誰もが参加できる公募によって得られた暗号プリミテ
ィブ(ブロック暗号アルゴリズムや公開鍵暗号アルゴリズムなどに代表される暗号の部品)
を、誰もが参加できる公開された手続きによって評価し、強い暗号プリミティブの一覧表を
作成することである。米国NISTが主催するAES ブロック暗号標準化プロセスの最終段階への
貢献を意図しているが、それだけではなく、守秘・完全性や認証に関するプリミティブも新
たに募集する。より具体的には、これらのプリミティブは、ブロック暗号、ストリーム暗号、
ハッシュ関数、メッセージ認証アルゴリズム、ディジタル署名方式、公開鍵暗号方式等から
構成されている（表４−２）。また本プロジェクトは安全性と処理性能に関する評価手法や、
この評価を実施するソフトウエアツールを開発する。
NESSIE の選定基準は、長期間にわたる安全性、市場の要求、効率性（性能）と柔軟性で
ある。より具体的には以下のようにアナウンスされている。安全性はもっとも重要な基準で
ある。これは暗号プリミティブの安全性は信頼性とコンセンサスを得るためには必須である
からである。この評価プロセスは本プロジェクトの外側からの進歩（たとえば新しい攻撃法
や評価手法など）に影響されると考えられる。2 番目の基準は市場の要求に関係する。市場
の要求とは、プリミティブの必要性、可用性、世界的な利用の可能性にかかわる。3 番目の
基準は特定の環境でのプリミティブの性能である。ソフトウエアでは、この環境の範囲は、
8 ビットプロセッサ（安価なスマートカードで使われるような）、32 ビットプロセッサ（例
えばPentium ファミリーなど）から、最新の64 ビットプロセッサにわたる。ハードウエア
では、FPGA とASIC の両方が考慮されることになる。4 番目の基準は柔軟性である。広い範
囲で利用できるプリミティブは明らかに望ましいものである。
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表 II-28 公募の対象となった暗号技術プリミティブ
暗号技術要素
共通鍵ブロック暗号

同期型ストリーム暗号
自己同期型ストリーム暗号
メッセージ認証子（MAC）
衝突困難ハッシュ関数
一方向性ハッシュ関数
疑似乱数生成器

要件
・鍵長：最小 256bit、ブロックサイズ：最小 128bit
・鍵長：最小 128bit、ブロックサイズ：128bit
・鍵長：128bit、ブロックサイズ：64bit
・鍵長：256bit、使用可能内部メモリー：256bit
・鍵長：128bit、内部メモリー：128bit
・鍵長：256bit、使用可能内部メモリー：256bit
・鍵長：128bit、内部メモリー：128bit
・鍵長：256bit
・鍵長：128bit
・出力：512bit
・出力：128bit
・出力：512bit
・出力：128bit
・ブロック長：128bit，鍵長：256bit
・ブロック長：128bit，鍵長：128bit

公開鍵暗号（守秘）
公開鍵暗号（署名）
公開鍵暗号（認証）
NESSIE は、2000 年 3 月に公募が開始され、2003 年に最終結果が発表される予定であ
る。詳細スケジュールは以下の通り。
2000 年２月

Industry Board 結成

3月

公募開始

9月

公募締切

11 月 13，14 日

第 1 回 Workshop

2001 年 9 月（予定）

第 2 回 Workshop

2002 年 2 月（予定）

標準化計画

10 月 （予定）
2003 年

（予定）

第 3 回 workshop
最終結果発表

公募には 40 件の応募があり、その内訳は以下のとおり。
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表 II-29

NESSIE プロジェクトの公募結果

公募技術

件数

共通鍵ブロック暗号

１７

同期型ストリーム暗号
自己同期型ストリーム暗号

６

メッセージ認証子（MAC）

２

衝突困難ハッシュ関数

１

一方向性ハッシュ関数

０

疑似乱数生成器

０

公開鍵暗号（守秘）
１３

公開鍵暗号（署名）
公開鍵暗号（認証）
暗号技術の評価方式

１

ストリーム暗号の評価手法や、AES の選定が終了した後の共通鍵ブロック暗号の評価手
法、AES で敗れた暗号方式の再評価、暗号ツールボックスの作成といったトピックがあり、
今後の動向が注目される。
(5) CRYPTREC
CRYPTREC は、2003 年度をめどにインフラの構築が予定されている日本の電子政府に
おいて、適用可能な暗号技術のリストを作成することを目的に立ち上げられたプロジェクト
である。具体的には公募を通して応募のあった暗号技術について技術的・専門的見地から暗
号技術評価を行う。AES のように 1 つのアルゴリズムを決定するというのではなく、あく
までも適用可能な暗号技術のリストを作成することが最終ゴールであることが強調されて
いる。このプロジェクトは、平成１２年度は経済産業省からの委託事業によって情報処理振
興事業協会（IPA）主導で実施された。平成１３年度は経済産業省と総務省の共同事業とし
て行う予定である。
CRYPTREC は、2000 年 6 月に公募が開始された。 公募では、共通鍵ブロック暗号のみ
でなく、公開鍵暗号やハッシュ関数、ストリーム暗号および疑似乱数生成器まで広く暗号要
素技術を対象としている。評価は、スクリーニング評価と詳細評価の 2 段階に分けて実施
される。スクリーニング評価は評価委員会によって行われる評価で、提出された書類ベース
での評価が行われる。この評価を通過した技術に対し、詳細評価で実際の実装を含む評価が
行われる。詳細スケジュールは以下のとおり。
２０００年

6 月 13 日 公募開始
7月

評価基準公開

7 月 14 日

公募締め切り
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8 月〜9 月 スクリーニング評価の実施
10 月 23 日 スクリーニング結果の公表
10 月〜3 月 詳細評価の実施
２００１年

４月

詳細評価の結果公表

公募には４８件の応募があり、その内訳は以下のとおりである。
表 II-30 応募された暗号技術の内訳
応募数

スクリーニング評価通過数

公開鍵暗号

２４

１４

共通鍵暗号

１９

１２

ハッシュ関数

０

０

疑似乱数生成器

５

１

４８

２７

計

スクリーニング評価を通過した 27 件の暗号技術は以下とおりである。
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表 II-31 詳細評価した暗号技術
分類

守秘
公
開
鍵

認証

署名

暗
号

鍵共有

共
通

ストリ
ーム
暗号
64bit
ブロッ
ク暗号

鍵
暗
号

疑
似
乱
数
生
成
器

128bit
ブロッ
ク暗号

名称
ACE Encrypt
ECAES (Elliptic Curve Augmented
Encryption Scheme) in SEC1
EPOC
HIME-2
PSEC
ESIGN-identification
ACE Sign
ECDSA (Elliptic
Curve
Digital
Signature Algorithm) in SEC1
ESIGN-signatures
MY-ELLTY ECMR-h
ECDHS
(Elliptic
Curve
Deffie-Hellman Scheme) in SEC1
ECMQVS (Elliptic Curve MQV
Scheme) in SEC1
HDEF-ECDH
HIME-1
MULTI-S01
TOYOCRYPT-HS1
CIPHERUNICORN-E
FEAL-NX
Hierocrypt-L1
MISTY1
Camellia

応募会社
IBM
富士通株式会社
日本電信電話株式会社(NTT)
株式会社 日立製作所
日本電信電話株式会社(NTT)
日本電信電話株式会社(NTT)
IBM
富士通株式会社
日本電信電話株式会社(NTT)
松下電器産業株式会社
富士通株式会社
富士通株式会社
北陸先端技術大学院大学 宮地
研究室
株式会社 日立製作所
株式会社 日立製作所
東洋通信機株式会社
日本電気株式会社(NEC)
日本電信電話株式会社(NTT)
株式会社 東芝
三菱電機株式会社
日本電気株式会社(NEC)
三菱電機株式会社
日本電気株式会社(NEC)
株式会社 東芝
米 IBM
RSA
株式会社富士通
東洋通信機株式会社

CIPHERUNICORN-A
Hierocrypt-3
MARS
RC6
SC2000
TOYOCRYPT-HR1
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スクリーニング評価を通過したもののみが詳細評価の対象となる。詳細評価は、IPA が
依頼する評価者による個別評価に加えて、公開の場で自主的な評価者により行われる評価も
参考情報として使用される。2001 年 4 月に、「CRYPTREC REPORT 2000」として詳細評
価結果が公表され、また、今後の課題として、継続的な評価、組織・体制作りの整備の必要
性などが示された。
(6) ISO/IEC JTC1 NP18033
ISO/IEC JTC1 SC27

WG2 において 1999 年から開始されたプロジェクトで、公開鍵

暗号および共通鍵暗号の標準を定めることを目標にしている。スケジュールや標準の決定方
法等の詳細はまだ決まっていないが、準備作業として、安全性、性能、知的所有権、成熟度
といった暗号公募の基準を示し、応募する意志のある国に対してアルゴリズムの概要を提出
させている。日本からの応募が多い他、米国からは AES で落選した暗号が応募してきてい
る。ISO 自体は評価は行わずに、提案者に対して第三者による評価を用意させるとしてい
る。
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(7) その他
暗号技術に関連する標準化動向を示す。
(a)暗号モジュールのセキュリティ要件
暗号モジュールのセキュリティ要件を示した標準として、
FIPS140 がある。FIPS140 は、
NIST が定めた連邦政府調達基準（Federal Information Processing Standard Pulication）
の 1 つであり、正式名称は Announcing the Standard for SECURITY REQUIREMENTS
FOR CRYPTOGRAPHIC MODULES という。内容は、情報通信システムを保護するため
の暗号モジュールについて、設計と実装に関わる１１分野におけるセキュリティ要件を規定
したものである。レベル 1〜4 まで制定されている。1988 年に、FIPS140-1 として連邦政
府調達標準となり、1994 年に部分的に改訂され、1999 年には FIPS140-2 のドラフトが発
表された。
各セキュリティレベルについての概説を以下の表に記す。

表 II-32
セキュリティレベル

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

FIPS140-1 におけるセキュリティレベル
概説

補足

最も低いセキュリティレベルであり、必
ずしも情報を保護するための専用の物
理的装置を必要としない。
CSP（キーその他の重要なセキュリティ
パラメータ）に対してタンパーエビデン
ト（侵入されアクセスされた場合、その
事実が事後に明らかになる）な性質が備
わっている。
進入者が暗号モジュール内の CSP にア
クセスできない性質を有している。例え
ば、侵入が発生した場合に、暗号モジュ
ール内の重要データが消滅する等。

パソコンで使用する暗号処
理ボードやソフトウェア等
が相当する。
OS はユーザ毎のアクセス権
限設定が可能であること。

OS が CSP を扱う場合は暗
号化して扱い、他のソフトに
アクセスさせないこと。

いかなる形の侵入においても、それが検
知可能であり、進入者が暗号モジュール
内の CSP にアクセスできない性質を有
している。

(b)暗号アルゴリズムの登録
ISO への暗号アルゴリズムの登録法を定めた標準として、ISO/IEC 9979 がある。ISO
/IEC9979 は 1991 年に国際標準となった。現状においては、ISO は特定の暗号アルゴリズ
ムを国際標準として定めておらず、ISO/IEC 9979 に則って登録された暗号アルゴリズムが
国際標準となっている。なお、登録機関は、英国の NCC（National Computing Centre）
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である。各国において唯一の機関が登録業務を行う必要があるため、国内においては、IPA
が登録機関となっている。尚、ISO/IEC JTC1 NP18033 が始まったことにより、本標準に
よる登録の重要性はこれから低下していくと予想される。
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4.3.2. 全体動向
従来、暗号アルゴリズムにおける国際標準化は、ISO が登録制を採用しているため、特
定の暗号アルゴリズムがデジューリスタンダードとなることはなかった。
共通鍵暗号に関しては、デファクトスタンダードは、DES（Data Encription Standard）
によって占められていた。しかし、近年、CPU の高速化およびインターネットを活用した
複数コンピュータの連携により解読能力も高まり、鍵長が 56 ビットと短い DES は危険性
が指摘され 1998 年末に FIPS の認定が終了した。これを受けて、米国政府は、AES
（Advanced Encription Standard）の公募を 1998 年に行い、2000 年 10 月に決定した。
なお、DES の直接の後継としては、DES を三重化した Triple-DES が、FIPS の認定を受
けている。共通鍵暗号における標準は、DES から Triple DES に移行しており、今後 AES
となることが予想される。
一方、1974 年に発表された RSA を筆頭とする公開鍵暗号は、近年の PKI（Public Key
Infrastructure）への注目により期待を集めている。現在のところ、公開鍵暗号に関しても
デジューリスタンダードは無い。デファクトスタンダードは、RSA が占めている。
現在、共通鍵暗号と公開鍵暗号の用途別のすみわけが進むとともに、欧州や日本での標準
化活動も活発化してきおり、暗号技術の国際標準の在り方について検討すべき段階を迎えて
いる。
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4.4.
4.4.1.

認証および PKI 関連
PKI 関連

図 4-1 に PKI 関連の標準化動向の鳥瞰図を示す。

PKI関連の標準化動向鳥瞰図

RFC2459（失効リスト
フォーマット）

ITU-U X.509,ISO9594,
ISO15782,RFC2459
（証明書フォーマット）

RFC2585（FTPまたは
HTTPによる証明書と
失効リストの発行）

リポジトリ

RFC2559,
RFC2587
（LDAP）

認証機関（CA）

リポジトリ検索
失効
リスト
証明書の
発行要求
証明書
有効性確認

失効リスト
発行
証明書の
発行

証明書

ISO14156, 15945(TTP)
ISO11770-1（鍵管理）
ISO18014(タイムスタンプ）
ISO13888（否認防止）
ISO15782（証明書管理）
RFC2510（証明書管理）
RFC2527（認証機関ポリシと業務
フレームワーク）
ISO15408（CC,セキュリティ評価基準）
ISO13335（セキュリティ管理ガイド）
BS7799（英国セキュリティ管理基準）

公開鍵
公開鍵の
登録

RFC2511
（発行要求フォーマット）
RFC2528
（鍵交換アルゴリズム）

RFC2560
公開鍵
電子文書

署名の
検証

秘密鍵
署名の
実行

ディジタル署名
鍵生成モジュール
ISO9796,14888,15946-2
FIPS186-1(DSA),
RFC2312(PKCS)

署名検証モジュール
FIPS140-1（暗号モジュールの
セキュリティ要件）

図 II-38

FIPS140-1（暗号モジュールの
セキュリティ要件）

PKI 関連の標準化動向鳥瞰図

図 4-1 について、以下に述べる。
(1) 公開鍵証明書および失効リスト（CRL）
公開鍵証明書は、ITU-T X.509 にて標準化され、ISO および IETF RFC2459 においても、
X.509 が踏襲されている。
公開鍵証明書は、必須項目と選択項目から成る。主な必須項目を以下に示す。
公開鍵証明書のシリアル番号
署名方式
認証機関名（国名、地域、組織、所属、名前）
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有効期間（開始日時、終了日時）
被認証者名
公開鍵情報(アルゴリズム、公開鍵を示すビット列)
失効リストに関しても、X.509、ISO9594、RFC2459 で規定されている。必須項目と選
択項目が存在するが、以下に主な必須項目を示す。
署名方式
失効リストの発行機間名
発行日時
失効した証明書のシリアル番号
失効した証明書の失効申請受理日時
なお IETF では、RFC2585 にて、FTP および HTTP による証明書と失効リストの発行
プロトコルを規定している。さらに、RFC2560 にて、証明書の有効性確認に関するプロト
コルを規定している。
(2) ディジタル署名
ディジタル署名に関しては、いくつかの標準化がなされている。
(a)ISO
ISO9796 においては、メッセージが比較的短い場合の回復型ディジタル署名を規定して
いる。ただし、ISO9796-1 に関しては、攻撃法が発表されたため、廃止された。ISO14888
では、共通鍵暗号方式を用いたディジタル署名が規定されている。
(b)FIPS
FIPS186-1 においては、ディジタル署名の米国連邦政府標準として、DSA（Digital
Signature Algorithm）が規定されている。
(c)EESSI(European Electroric Signature Standardization Initiative)
EESSI は、eEurope と呼ばれるEU 政府／業界イニシアチブの一部であり、
「電子商取引で
の欧州イニシアチブ」と呼ばれる1997 年4 月の欧州委員会の報告書から生まれた。EEurope
は、1999 年12 月に正式に開始され、その中で、3 つのヨーロッパ標準化機構（CEN, CENELEC,
ETSI ）によって設立されたICT 標準委員会の下で実行されている。現在、ESTI とCENが以
下の9 種の活動を行っており、結果が標準の草稿として発表されているものもある。
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担当
ETSI

タイトル
CSP の政策

範囲
様々な信頼レベルで活動する CSP のミニマム基本
要件を定義する
電子署名フォーマット
通信アプリケーションでのデジタル署名の標準化の
ための要件を調査する
適格証明書のプロファイ X.509 証明書の適格証明書として使用に関する勧
ル
告を発行する
タイムスタンプのプロトコ オプションの数を減らし、相互運用性を高めるプロフ
ァイルを定義する
ルとフ
ォーマットに関するプロフ
ァイル
安全な署名作成装置の 署名作成装置のセキュリティ要件を技術面で詳細に
セキュリティ要件
記述し、一貫した署名作成プロファイルを作成する
署名作成のプロセスと環 署名作成装置を越えた、関連するすべての実際的
境
ニーズに焦点を当てる
セキュリティ検証のプロ 検証に使用される製品やその管理を含め、署名検証
セスと環境
プロセスのための相互関連要件を対象とした仕様を
精緻化する
信頼できるシステムや製 共通基準を基にした共通基準保護プロファイルを開
品のセキュリティ要件
発し、暗号化モジュールのセキュリティ要件と適切な
セキュリティレベルを指定する
電子署名用製品やサー 電子署名製品やサービスに関して、適合評価や適
ビスの適合評価
合評価の全般的調整のための一般原則を定義する

ETSI
ETSI
ETSI

CEN/ISSS
CEN/ISSS
CEN/ISSS

CEN/ISSS

CEN/ISSS

(3) 認証機関
認証機関に係わる標準化項目は以下に分けることが可能である。
ポリシーおよびフレームワーク
リポジトリ管理
セキュリティ評価
セキュリティマネジメント
その他
以下それぞれについて述べる。
(a)ポリシーおよびフレームワーク
認証機関のポリシーおよびフレームワークに係わる標準化は、ISO においては、信頼で
きる第三者機関 TTP（Trusted Third Party）の利用と管理指針について、ISO14156 およ
び ISO15945 にてまとめられている。第三者機関は、エンティティ認証、否認防止、鍵管
理等における、当事者からの信頼を得て仲介・認証・証明・管理等を行う機関であり、業務
内容は、証明書管理・証拠管理・鍵管理・タイムスタンプ等が含まれる。
IETF においては、RFC2527 にて、認証機関のポリシーと業務フレームワークについて
定めている。関連する標準は、ISO15782（金融機関における暗号鍵や公開鍵管理証明書の
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管理方法）、米 Verisign 社の CPS（Certification Practice Statement：認証実施規定）
、EU
指令に基づく EESSI による認証業務規定などがある。国内では、ECOM（電子商取引実証
推進協議会）が認証局運用ガイドラインを定めている。
(b)リポジトリ管理
ディレクトリ管理サービスの標準的な形式は、ITU-T が、X.500 として定めている。X.509
はそれに則った証明書フォーマットである。ISO9594 は、X.500 シリーズとほぼ同一であ
り、ディレクトリ管理サービスを規定している。
また、X.500 よりシンプルな形式のディレクトリが、LDAP（Internet Lightweight
Directory Access Protocol）であり、RFC2559 および RFC2587 において LDAP によるデ
ィレクトリ検索が規定されている。
(c)セキュリティ評価
認証機関のセキュリティ評価に関する標準化としては、4.2 章で述べた ISO15408（CC）
が存在する。
(d)セキュリティマネジメント
認証機関のセキュリティマネジメントに関する標準としては、4.1 章で述べた ISO TR
13335（GMITS：セキュリティ管理ガイド）、BS7799（英国セキュリティ管理基準）、
RFC1281（インターネットのセキュアな運用のためのガイドライン）、RFC2196（サイト
セキュリティハンドブック）が存在する。
(e)その他
否認防止、鍵管理、タイムスタンプ等が本項に関連する。
否認防止に関しては、ISO13888 において定めている。ISO13888 は 3 部に分かれており、
ISO13888-1 では、発信者による否認の防止、受信者による否認の防止、送信受付の事実の
配送責任者による否認の防止、伝送した事実の配送責任者による否認の防止等が対象となっ
ている。ISO13888-2 では、TTP を用いて証明書を発行するプロトコルを定めている。
ISO13888-3 では、ディジタル署名技術を用いた証明書を発行するプロトコルを定めている。
鍵管理に関しては、ISO11770 において定めている。ISO11770-1 においては、鍵の生成・
活性化・非活性化・再活性化・破壊等を含む鍵のライフサイクルの管理、鍵の配布と蓄積、
鍵の証明等に関して規定している。ISO11770-2 では、共通鍵暗号に関する鍵管理に関して、
マスタ鍵・鍵暗号鍵・データ鍵の 3 階層構成の鍵管理について定めている。ISO11770-3 で
は、公開鍵暗号に関する鍵管理に関して、2 者間で鍵を共通にするためのプロトコル、公開
鍵を配布するためのプロトコル等を定めている。
タイムスタンプに関しては、ISO13888-1 の中で、「証拠となるデータには、TSA（Time
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Stamp Authority：認証機関）が生成したタイムスタンプが含まれる必要がある」と定めら
れている。ISO18014 は、タイムスタンプサービスの内容を規定する標準規格案である。
IETF においては、PKIX-TSP が、Internet-Draft となっており、タイムスタンププロトコ
ルについて、タイムスタンプの利用者と TSA 間のメッセージ形式と、TSA および TDA
（Temporal Data Authority）間のメッセージ形式を規定している。
(4) エンドエンティティ
エンドエンティティに係わる標準としては、鍵管理、暗号モジュールのセキュリティ要件
等が関連する。
鍵管理に関しては、前述の ISO11770 の他に、IETF では、RFC2528 にて鍵交換アルゴ
リズムが規定されている。
暗号モジュールのセキュリティ要件に関しては、FIPS140-2 が定められている。
4.4.2. PKI 以外の認証技術
PKI 以外の個人認証技術に関しては、バイオメトリクス認証（バイオメトリクスを用い
た個人認証）とワンタイムパスワードに関して標準化の動きがあるため、以下に述べる。
(1) バイオメトリクス認証
近年、バイオメトリクスを用いた技術が注目を集めている。ハードウェアや認証のアルゴ
リズムに関しては、各製品独自の技術を用いており標準化の兆しはないが、バイオメトリク
ス認証機能を提供するプログラムの API を標準化する動きが存在する。以下に主な標準を
挙げる。
(a)HA‑API（Human Authentication‑Application Program Interface）
HA-API は米国国防総省の依頼により、National Registry 社が開発した仕様で
あり、バイオメトリクス技術を組み込むソフトウェアのアプリケーションインタ
フェースが規定されている。プラットフォームや機器に依存しない仕様である。
(b)BAPI（Biometric Application Programming Interface）
BAPI は、ソフトウェアアプリケーションとバイオメトリクスデバイスの間のア
プリケーションインタフェースを定義している。I/O Software 社が、ハードウェ
アベンダ、ソフトウェアベンダとともに作成した。アプリケーションが、バイオ
メトリクスデバイスの仕様・性能等を意識することなく、効率的な開発を行うこ
とが可能となることを目的としている。Microsoft 社が I/O Software 社と技術提
携し、次世代の Windoｗs に I/O Software 社のバイオメトリクス認証技術を採用
すると発表したため、BAPI が Windows 分野でのデファクトスタンダードになる
可能性がある。
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(c)BioAPI
BioAPI は、BioAPI コンソーシアム（米 Compaq 社／米 IBM 社／米 Identicator
Technology 社／米 Microsoft 社／米 Miros 社／米 Novell 社が推進主体）が開発し
た、バイオメトリクス技術のための標準 API 仕様である。プラットフォームやデ
バイスに依存しないマルチレベル API の実現を目指している。
BioAPI は BAPI、HA-API との統合化がなされ、2000 年 4 月に統一仕様が作成
された。
(d)その他
日本においては、1999 年 5 月に、本人認証規格統一協議会が設立され、BioAPI
と連絡を取りながら、国内標準化作業を実施している。
(2) バイオメトリクス認証の精度評価
ISO/IEC

JTC1/SC17 において、バイオメトリクス認証製品の精度評価方法の国際的標

準化の活動をしている。また、米国、欧州、および日本において国内標準化の動きがある。
(a)NBTC
米国防総省が中心となって 1997 年に San Jose 大学に設置した NBTC(National
Biometric Test Center)では、バイオメトリクス認証における精度評価方法の開発中であり、
政府やベンダーの依頼でその評価方法に基づく制度評価を行っている。現在、標準指紋デー
タを CD-ROM で配布している。
(b)BioTest
欧州におけるバイオメトリクス認証精度評価方法の標準化プロジェクトである。イギリス
の NLP(National Physical Laboratory) や フ ラ ン ス の CNET(Centre National des
Telecommunications)が中心となって活動している。ベンダが自社製品を標準的な手法で評
価できる精度評価手法の開発と標準化を行っているが、具体的な成果は未だ発表されていな
い。
(c)日本における精度評価
IPA の委託を受けて日立がバイオメトリクス認証精度評価方法の標準化を意図して、評価
方法をまとめたものである。NBTC や BioTest との整合性を維持しつつ、照合アルゴリズ
ム、認証装置、本人認証システムに対する精度評価のガイドライン、および、運用要求のガ
イドラインを 2000 年 8 月に策定、発表した。
また、情報処理標準化研究センターにおいても、バイオメトリクス標準化調査研究委員会
を設けて、バイオメトリクス認証の制度評価方法の標準化に向けて技術調査等を行っている。
(3) ワンタイムパスワード
IETF

Security area の WG：One Time Password Authentication (otp)において、ワ

ンタイムパスワードの以下の標準化がなされている。
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OTP Extended Responses (RFC 2243)
1997 年 11 月に RFC となった。内容は、RFC1938 に対するレスポンス部分お
よび、サーバの再初期化とパラメータの変更に対するレスポンスに関する記述で
ある。
A One-Time Password System (RFC 2289)
1998 年 2 月に RFC となった。なお、RFC2289 は、1996 年 5 月に RFC1938
を改訂したものである。内容は、One-Time Password システムの仕様を規定し
たものである。
The One-Time Password SASL Mechanism (RFC 2444)
1998 年 10 月に RFC となった。
4.4.3.

IC カード

認証に関するプロダクトとして IC カードが広く使われるようになりつつあるが、その標
準化の動きをまとめる。
(1) ITSEC
イ ギリ ス、フ ラン ス、ド イツ 等西欧 各国 が中心 とな ってま とめ た標準で、 米 国 の
OrageBook と共に CC(Common Criteria)の基盤となった標準であるが、最近では、IC カ
ードやファイァウォール等セキュリティ関連プロダクトのセキュリティレベルを表す評価
基準として普及している。セキュリティレベルとして７段階(E0 から E6)が設定されており、
日本においても E3 や E4 として認可された IC カードが多い。以下にその７段階のセキュ
リティレベルを示す。
レベル E0：不十分な安全性
レベル E１：セキュリティ設計目標および TOE のアーキテクチャー設計の(インフォー
マルな)説明が必要。機能テストは、TOE がセキュリティの設計目標を満たしている
必要がある。
レベル E2：レベル E1 の必要条件に加えて、詳細設計の(インフォーマルな)説明と、機
能テストのエビデンスが必要。また、配布手続きについても妥当なものが必要。
レベル E3：レベル E2 の必要条件に加えて、セキュリティメカニズムを記述したソー
スコードまたはハードウェア設計図のどちらかもしくは両方が評価されていること
が必要。また、それらセキュリティメカニズムのテスト結果のエビデンスが必要。
レベル E4：レベル E3 の必要条件に加えて、セキュリティ設計目標をサポートするた
めの、正規のセキュリティポリシー基本モデルが必要。また、セキュリティ実施機
能、アーキテクチャーおよび詳細設計が、準正規な形で示されている必要がある。
レベル E5：レベル E4 の必要条件に加えて、詳細設計とソース コードまたはハードウ
ェア設計との精密な対応関係を示すことが必要。
レベル E6：レベル E5 の必要条件に加えて、セキュリティ実施機能およびアーキテク
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チャー設計の正規な記述と、それらがセキュリティポリシー基本モデルと整合して
いることが必要。
(2) ISO
ISO では IC カードについて、接触型、非接触型に分けて標準を定めている。さらに、非
接触型については、密着型、近接型、近傍型に分けて定めている。
ISO/IEC 7816：接触型 IC カードの標準。
ISO/IEC 10536：非接触密着型 IC カードの標準。ISO/IEC7816 の接触型 IC カードと
の互換性が規定されている。
ISO/IEC 14443：非接触近接型 IC カードの標準。近接距離での動作と高速データ転送
を規定しており、定期券、テレホンカード、プリペイドカードとしての利用を想定し
ている。
ISO/IEC 15693：非接触近傍型 IC カードの標準。簡易、低価格を基本条件としている
が、未確定である。
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4.5.

IETF（Internet Engineering Task Force）

IETF には、分野別に以下の Area が設置されている。
Application Area
General Area
Internet Area
Operations and Management Area
Routing Area
Security Area
Transport Area
User Services Area
このうちの Security Area がセキュリティ関連の標準化作業を行っている。
2001 年 5 月 17 日現在、Security Area には下記の WG が存在する。尚、WG の発足・解
散は RFC1603 に則って随時行われる。
An Open Specification for Pretty Good Privacy (openpgp)
Authenticated Firewall Traversal (aft)
Common Authentication Technology (cat)
IP Security Policy (ipsp)
IP Security Protocol (ipsec)
Intrusion Detection Exchange Format (idwg)
One Time Password Authentication (otp)
Simple Public Key Infrastructure (spki)
Public-Key Infrastructure (X.509) (pkix)
S/MIME Mail Security (smime)
Secure Network Time Protocol (stime)
Secure Shell (secsh)
Transport Layer Security (tls)
Web Transaction Security (wts)
XML Digital Signatures (xmldsig)
IP Security Remote Access (ipsra)
Kerberized Internet Negotiation of Keys (kink)
Multicast Security (msec)
Securely Available Credentials (sacred)
Security Issues in Network Event Logging (syslog)
Kerberos WG (krb-wg)
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各 WG について活動経緯および活動内容を以下に記述する。各 Internet-Draft 名の後に付
けた括弧内は、その最終更新日付である。尚、spki WG は現在では解散し、PKI について
の標準化活動は pkixWG で行われている。
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4.5.1. An Open Specification for Pretty Good Privacy (openpgp)
(1) 活動概要
OpenPGP WG の目的は、PGP のアルゴリズムとフォーマットの標準化、および MIME
のフレームワークの提示である。PGP ユーザは非常に多く、OpenPGP WG は、ユーザ間
の PGP の相互運用性を重視している。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

OpenPGP Message Format (2000 年 10 月)
1999 年 12 月に Internet-Draft となり、2000 年 10 月に改訂された。RFC2440
の改訂案であり、PGP のメッセージ交換パケットのフォーマットを定義している。

•

Multiple Signatures using Security Multiparts (2001 年 2 月)
2000 年 2 月に Internet-Draft となり、2001 年 2 月に改訂された。内容は、
RFC1847 上で行われる電子メールベースのディジタル署名サービスにおいて複数
のディジタル署名が存在する場合、本ドキュメントは RFC 1847 で述べられてい
る ” multipart /signed” タイプのための “ multipart

/mixed “プロトコルを定義

する。
•

MIME Security with OpenPGP (2001 年 4 月)
2000 年 2 月に Internet-Draft となり、2001 年 4 月に改訂された。内容は、
OpenPGP Message Format が、RFC1847 に定義されている MIME 形式中で、セ
キュリティを確保するためにどのように使われ得るかを示したものである。

(b)RFC
•

OpenPGP Message Format (RFC 2440)
1998 年 11 月に RFC となった。内容は、OpenPGP フォーマットをベースとし
たアプリケーションの相互運用性を保証するものである。OpenPGP ソフトウェ
アは、電子的なコミュニケーションとデータの蓄積に対する強力な公開鍵と公開鍵
暗号アルゴリズムを採用しており、これらのサービスは秘密性、鍵管理、認証、デ
ィジタル署名を内包しており、本ドキュメントにおいては、OpenPGP において使
用されるメッセージフォーマットを規定している。
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4.5.2. Authenticated Firewall Traversal (aft)
(1) 活動概要
AFT WG の目的は、ファイアウォール透過技術のアプリケーションレイヤでのサポート
を行うプロトコルを示すことにある。認証の汎用的なフレームワークとともに、TCP と
UDP アプリケーションの双方をサポートする透過技術プロトコル仕様の確立を目指してい
る。相互運用性を確保するため、汎用的な認証フレームワークの利用に関する提案も行う。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
なし。
(b)RFC
•

SOCKS Protocol Version 5 (RFC 1928)
1996 年に RFC となった。内容は SOCKS V4 を、UDP のサポート、IPv6 のサ
ポート認証を取り入れるためのフレームワークにおいて拡張するものである。

•

Username/Password Authentication for SOCKS V5 (RFC 1929)
1996 年に RFC となった。内容は SOCKS V5 において、古典的なユーザネーム
／パスワード認証を行う方式について述べている。

•

GSS-API Authentication Method for SOCKS Version 5 (RFC 1961)
1996 年に RFC となった。SOCKS V5 の GSS-API 認証プロトコル仕様と、
GSS-API ベースのカプセル化の定義を述べている。
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4.5.3. Common Authentication Technology (cat)
(1) 活動概要
CAT WG の目的は、プロトコルレベルの仕様と実装等基盤レベルの仕様を切り離して提
示することで、認証、整合性確保、機密性保証といった分散セキュリティサービスを実現可
能とすることである。認証、整合性確保、機密性保証に係わる分散セキュリティサービスは
非常に多く、関連するタスクについて調査し、共通サービスインタフェースとトークンフォ
ーマットを定義している。また、セキュリティサービスを提供する基盤レベルのメカニズム
の仕様化も行っている。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

Access Control Framework for Distributed Applications (2000 年 11 月)
2000 年 11 月に最新版が発表された。メタコンピューティング等、複数のセキ
ュリティドメインをまたいで動くアプリケーションにおける認証のモデルを提示
している。

•

Generic Authorization and Access control Application Program Interface
C-bindings (GAA-API) (2000 年 11 月)
2000 年 11 月に最新版が発表された。認証とアクセスコントロールの API を定
めている。

•

SASL GSSAPI mechanisms (2001 年 4 月)
2001 年 3 月に最新版が発表された。GAA-API を使って認証とセキュリティレ
イヤーを実現する手法を定めている。

(b)RFC
•

Encryption using KEA and SKIPJACK (RFC 2773)

•

DASS - Distributed Authentication Security Service (RFC 1507)
1993 年に RFC となった。RSA をベースとした、分散環境下における強力かつ
相互的な認証のための暗号アルゴリズムを規定している。なお、強力な認証とは、
通信中のパーティ以外のパーティに情報を全く漏らさないことを意味し、相互的な
認証とは、通信中の 2 つのパーティが、相互の名前を取得することを示す。

•

The Kerberos Network Authentication Service (V5) (RFC 1510)
1993 年に RFC となった。Kerberos ネットワーク認証システムのコンセプトと
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モデルについて、およびプロトコル(V5)の概要と仕様について記述している。
•

Common Authentication Technology Overview (RFC 1511)
1993 年 9 月に RFC となった。CAT WG の活動についてのサマリを述べたもの
である。WG の目的は、セキュリティ実装作業をいくつかの領域に分割し、各領
域のエキスパートによるプロトコル標準化作業を容易にすることである。各領域間
の共通サービスインタフェースとして GSS-API が存在する。

•

The Kerberos Version 5 GSS-API Mechanism (RFC 1964)
1996 年 6 月に RFC となった。内容は GSS-API の実装に Kerberos V5 を使用
する場合のプロトコル、手続き、コンベンション等を規定したものである。

•

The Simple Public-Key GSS-API Mechanism (SPKM) (RFC 2025)
1996 年 10 月に RFC となった。内容は GSS-API の実装に Simple Public Key
を用いる場合のプロトコル、手続き、コンベンション等を規定したものである。

•

FTP Security Extensions (RFC 2228)
1997 年 10 月に RFC となった。FTP(RFC 959)の認証、機密性等セキュリティ
に関する拡張を規定している。

•

The Simple and Protected GSS-API Negotiation Mechanism (RFC 2478)
1998 年 12 月に RFC となった。GSS-API におけるシュードセキュリティメカ
ニズムを規定している。
異なるセキュリティメカニズムの間のネゴシエーションを
可能にする。

•

Independent Data Unit Protection Generic Security Service Application
Program Interface (IDUP-GSS-API) (RFC 2479)
1998 年 12 月に RFC となった。ファイルやメッセージといったジェネリックな
データユニットの保護が必要なアプリケーション向けに、GSS-API を拡張して、
データユニット非依存な保護ための API を規定している。

•

Generic Security Service Application Program Interface Version 2, Update 1
(RFC 2743)
2000 年 1 月に RFC となった GSS-API の最新版である。GSS-API は 1993 年 9
月に RFC1508 として成立し、その Version2 が 1997 年 1 月に RFC2078 として成
立している。さらに RFC2078 を改訂したものが RFC2743 である。GSS-API の
性質とコンセプトに関して述べており、セキュリティサービスに関する抽象的なイ
ンタフェースの仕様、プログラム言語やオペレーティングシステムに依存しないサ
ービスとプリミティブの規定である。

•

Generic Security Service API Version 2 : C-bindings (RFC 2744)
2000 年 1 月に RFC となった。C 言語用の GSS-API を規定している。1993 年
に RFC1509 として成立したものの改訂版である。

•

Encryption using KEA and SKIPJACK (RFC 2773)

II-107

2000 年２月に RFC となった。FTP でファイル転送を行う際の暗号化に関して、
鍵交換アルゴリズムとファイル暗号化手法 SKIPJACK について規定している。
•

LIPKEY - A Low Infrastructure Public Key Mechanism Using SPKM (RFC
2847)
2000 年６月に RFC となった。SPKM によるクライアント-サーバ間の公開鍵認証
について、GSS-API を使って実現する手法を規定している。

•

Generic Security Service API Version 2 : Java bindings (RFC 2853)
2000 年 6 月に RFC となった。Java 言語用の GSS-API を規定している。
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4.5.4. IP Security Policy (ipsp)
(1) 活動概要
ネットワークリソースについての拡張性・機密性・信頼性を確保するセキュリティポリシ
ーに関して、IPSP WG は、以下を目的としている。
IP セキュリティポリシーのためのリポジトリ独立なモデルを規定する。極力、
Operations and Management Area の PolicyFramework WG によるモデルから導出
されるようなモデルにする。
拡張性に富むポリシー記述言語を開発する
既存のプロトコルを用いて IPsec のポリシーを規定する際のガイドラインを整備する
（既存のプロトコルとしては、LDAP、COPS、SNMP、FTP 等をカバーしている）
ポリシー交換とネゴシエーションのためのプロトコルを開発する（このプロトコルは、
ポリシーサーバの検出、セキュリティポリシーに関するネゴシエーション、インター
ネット／イントラネット環境下におけるポリシー間のコンフリクトに対する解決を含
み、セキュリティプロトコルや鍵管理プロトコルから独立である）
ポリシーベースドマネージメント領域における共通の用語を設定する
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

IPsec Configuration Policy Model(2001 年 5 月)
2001 年 3 月に Internet-Drafts となり、5 月に改訂された。IPsec ポリシーのオ
ブジェクト指向モデルを規定している。

•

IPSec Policy Information Base(2001 年 3 月)
2001 年 3 月に Internet-Drafts となった。Ipsec が運用可能なデバイスでの Ipsec
ポリシーを規定するためのポリシールールクラス(PRC)を定めている。

•

A Roadmap for IPsec Policy Management(2000 年 11 月)
2000 年 11 月に Internet-Drafts となった。本 WG での IPsec に対する今後
のアプローチについて述べたものである。

•

IPsec Policy Configuration MIB(2001 年 2 月)
2001 年 2 月に Internet-Drafts となった。IPsec/IKE ポリシーのための、
IPsec/IKE デバイスの MIB を規定している。
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(b)RFC
なし。
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4.5.5. IP Security Protocol (ipsec)
(1) 活動概要
IPsec は、IP プロトコルのセキュリティを向上させるメカニズムの確立を目的として、
ネットワーク層で提供するセキュリティサービス目標と、
そのためのプロトコルを提示して
いる。
IPv4 でオプション、IPv6 で標準として実装される IPsec のセキュリティサービスとして、
以下のサービス目標を提示している。これらは上位レイヤーのセキュリティサービスとは独
立しているが、それらと併用することにより、より強固なセキュリティが提供される。
1.

アクセス制御：違法なアクセスの監視・制御

2.

コネクションレスインテグリティ：第三者による情報書き換えを検出できること

3.

データ送信元認証：なりすましを検出できること

4.

リプレイに対する保護：過去の通信シーケンスを真似て認証をすり抜ける攻撃である
リプレイ攻撃に対する保護

5.

機密性：通信内容の暗号化

6.

トラフィックフロー機密性：通信の存在を秘匿すること
これらサービス目標を認証ヘッダ（AH）、IP 暗号ペイロード（ESP）という２つのトラ

フィックセキュリティプロトコル、及び、鍵管理手法とそのプロトコルによって達成する。
尚、IPsec では暗号や認証として特定のアルゴリズムに依存しないように設計されている。
RFC2411（IP Security Document Roadmap）によると、IPSEC により作成されるドキ
ュメントは以下の図 II-39に示す 7 種類に分けることが可能である。ESP（IP 暗号ペイロ
ード）Protocol と AH（認証ヘッダ）Protocol は、パケットのフォーマットと、関連するプ
ロトコルの様々な問題について触れるものである。
Encryption Algorithm は、様々な暗号アルゴリズムが ESP に対してどのように使われる
かを記述したものである。（DES-Detroit、CBC 等）
Authentication Algorithm は、様々な認証アルゴリズムが ESP および AH に対してどの
ように使われるかを記述したものである。（HMAC-MD5、HMAC-SHA-1 等）
Key Management は、IETF の標準鍵管理スキームを記述したものである。（ISAKMP、
Oakley、Resolution 等）
DOI は、他の文書間がお互いに参照する場合に必要となる変数を規定したものである。
IPSec を用いることにより、IP レベルでのセキュアな通信を実現することが可能となる
ので、VPN 構築のための有力な技術とされている。
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Architecture

ESP Protocol

AH Protocol

Encryption Algorithm

Authentication Algorithm

DOI

Key Management

図 II-39

IPSEC により作成されたドキュメントの関係

(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

IPSec Monitoring MIB (2001 年 2 月)

•

IPsec DOI Textual Conventions MIB (2000 年 11 月)

•

IPsec Interactions with ECN (1999 年 12 月)

•

ISAKMP & IKE Extensions Methods (2000 年 11 月)

•

Additional ECC Groups For IKE (2001 年 5 月)

•

ISAKMP DOI-Independent Monitoring MIB

•

Content Requirements for ISAKMP Notify Messages

•

IKE Monitoring MIB (2001 年 2 月)

•

IPsec Flow Monitoring MIB(2001 年 4 月)

•

Fixing IKE Phase 1 & 2 Authentication HASH (2000 年 11 月)

•

OpenPGP Key Usage in IKE (2001 年 3 月)

•

The Candidate AES Cipher Algorithms and Their Use With IPsec

(2001 年 2 月)
(2000 年 11 月)

月)
•

IKE Authentication Using ECDSA (2001 年 5 月)

•

More MODP Diffie-Hellman groups for IKE

•

On the Use of SCTP with IPsec
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(2000 年 11 月)

(2000 年 11

(b)RFC
•

Security Architecture for the Internet Protocol（RFC1825）
IP Authentication Header（AH）（RFC1826）
IP Encapsulating Security Payload（ESP）（RFC1827）
Security Architecture for the Internet Protocol (RFC 2401)
IP Authentication Header (RFC 2402)
IP Encapsulating Security Payload (ESP) (RFC 2406)
RFC1825 では、IPv4 および IPv6 のセキュリティメカニズムとそれらの提
供するサービスについて述べている。セキュリティサービスのためのヘッダで
ある AH（Authentication Header）および ESP（IP Encapsulating Security
Payload）について、それぞれ RFC1826 と RFC1827 で規定している。RFC1825、
1826、1827 全てが 1995 年に RFC となった。そして、それらを改訂したもの
が、それぞれ、RFC2401、2402、2406 である。これらの主な変更点は、認証
ヘッダ AH の仕様が変更された点、必須のアルゴリズムが鍵付き MD5 から、
HMAC-MD5-96 または MHAC-SHA1-96 となった点である。これに伴い、
RFC1828 は改訂され、RFC2403 および RFC2404 となった。RFC2401 が現時
点での IPsec の骨格を示す RFC である。

•

IP Authentication using Keyed MD5 (RFC 1828)
The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH (RFC 2403)
The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH (RFC 2404)
RFC1828 は、1995 年に RFC となった。RFC1826 で規定される認証ヘッダ
を持つ鍵付き MD5 の実装について述べている。AH の仕様を満たすためには鍵
付き MD5 を用いた実装が必要である。しかし、その後改訂され、実装は、鍵
付き MD5 ではなく、HMAC-MD5-96 または MHAC-SHA1-96 と規定され、
RFC2403 および RFC2404 が制定された。RFC2403 および RFC2404 は、何
れも 1998 年に RFC となった。

•

The ESP DES-CBC Transform (RFC 1829)
The ESP CBC-Mode Cipher Algorithms (RFC 2451)
The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV (RFC 2405)
RFC1829 は、1995 年に RFC となった。RFC1827 で規定される暗号化ペイ
ロードの、DES-CBC モードによる実装について述べているのが RFC 2451 と
RFC 2405 である。ESP の仕様を満たすためには、DES-CBC モードによる実
装が不可欠である。

•

HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication (RFC 2104)
鍵付きハッシュ関数を用いて、メッセージ認証を行うためにメカニズムであ
る HMAC を規定している。鍵付きハッシュ関数は、MD5 や SHA-1 等が相当
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する。1997 年に RFC となった。
•

HMAC-MD5 IP Authentication with Replay Prevention (RFC 2085)
1997 年に RFC となった。HMAC-MD5 を用いた AH の変換を規定している。

•

The NULL Encryption Algorithm and Its Use With IPsec (RFC 2410)
1998 年に RFC となった。NULL 暗号化アルゴリズムと、その IPsec 暗号
ペイロード（ESP）での使用法について規定している。

•

IP Security Document Roadmap (RFC 2411)
1998 年に RFC となった。IPSec におけるドキュメントの体系等を規定して
いる。

•

The OAKLEY Key Determination Protocol (RFC 2412)
1998 年に RFC となった。Diffie-Hellman の鍵交換アルゴリズムをベースと
した信頼できる二者間での鍵交換プロトコル OAKLEY を規定している。

•

The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP (RFC 2407)
1998 年に RFC となった。インターネット上での SA(Security Association)
管理および暗号化キー確立のためのガイドラインを規定している。Security
Association とは、インターネットに接続された機器が実装している暗号アル
ゴリズムの種類、モード、鍵に係わる情報を保持するテーブルであり、各機器
が保持している事を前提とする。認証ヘッダや暗号化ペイロードのフィールド
は、セキュリティアソシエーションを参照してうめられる。

•

Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
(RFC 2408)
1998 年に RFC となった。インターネット上でセキュリティアソシエーショ
ンと鍵管理のプロトコルを示し、通信する相手の認証、 SA の生成と管理、 鍵
生成技法、 (DOS やリプレイ攻撃などの)危険からの防御などのための手順を規
定している。

•

The Internet Key Exchange (IKE) (RFC 2409)
1998 年に RFC となった。Diffie-Hellman の鍵交換アルゴリズムをベースと
した鍵交換プロトコルを規定している。

•

The Use of HMAC-RIPEMD-160-96 within ESP and AH (RFC 2857)
2000 年に RFC となった。IPSEC 暗号ペイロードの改訂版(RFC 2406)およ
び IPSEC 認証ヘッダの改訂版(RFC 2402)での認証の仕組みとして HMAC
アルゴリズム(RFC 2104)の使用法について規定している。
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4.5.6. Intrusion Detection Exchange Format (idwg)
(1) 活動概要
IDS（Intrusion Detection System）間でのデータの共有のために、侵入検知とシステム
の対応、およびシステムの管理に関する情報の共通データフォーマットと情報交換手続きを
定めることを目的とする。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

Intrusion Detection Exchange Format Requirements(2001 年 2 月)
1999 年 10 月に Internet-Draft となり、2001 年 2 月に改訂された。内容は、侵
入検知とシステムの対応、およびシステムの管理に関する高度なレベルの要件を定
めている。

•

IAP: Intrusion Alert Protocol (2001 年 5 月)
2000 年 5 月に Internet-Draft となり、2001 年 5 月に改訂された。アプリケー
ションレベルのプロトコルである IAP に関して記述したものである。IAP は、侵
入検知要素（IP ネットワーク上のセンサ、アナライザ、マネージャ等）間でのア
ラートデータ交換プロトコルである。このプロトコルはデータ表現から独立してい
る。

•

Intrusion Detection Message Exchange Format Extensible Markup Language
(XML) Document Type Definition(2001 年 2 月)
2001 年 2 月に最新版に改訂された。侵入検知とシステムの対応、およびシステ
ム の 管 理 に 関 す る 情 報 を 表 現 す る た め の デ ー タ モ デ ル IDMEF (Intrusion
Detection Message Exchange Format)を定義し、その XML による実装を、XML
の Document Type を定義することで与えている。

•

Intrusion Detection Message Exchange Format Comparison of SMI and XML
Implementations(2000 年 8 月)
2000 年 8 月に Internet-Draft となった。XML による IDMEF の実装と SMI に
よる IDMEF 実装について、両者を比較検討した結果を述べている。

•

The TUNNEL Profile Registration(2001 年 2 月)
2001 年 2 月に Internet-Draft となった。BEEP サイトがアプリケーションレイ
ヤーのプロキシとして振る舞えるように、BEEP のプロファイルを定めている。
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•

The Intrusion Detection Exchange Protocol (IDXP) (2001 年 5 月)
2001 年 2 月に Internet-Draft となり、5 月に改訂された。侵入検知に関する情報
を 交 換 す る た め の ア プ リ ケ ー シ ョ ン レ ベ ル の プ ロ ト コ ル IDXP(Intrusion
Detection Exchange Protocol)を規定している。IDMEF データを交換出来る。

(b)RFC
なし。
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4.5.7. One Time Password Authentication (otp)
(1) 活動概要
WG の目的は、インターネット上でのユーザ ID とパスワードの盗聴への対抗策として開
発されたワンタイムパスワード（OTP）技術の標準化を図ることである。標準化により、
ワンタイムパスワード認証技術におけるマルチベンダ間の相互運用性が向上し、
インターネ
ット全体のセキュリティレベルの上昇が期待される。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
なし。
(b)RFC
•

OTP Extended Responses (RFC 2243)
1997 年 11 月に RFC となった。OTP の標準である RFC1938 に対するレスポン
ス部分および、サーバの再初期化とパラメータの変更に対するレスポンスに関する
記述である。

•

A One-Time Password System (RFC 2289)
1998 年 2 月に RFC となった。1996 年 5 月に RFC1938 を改訂したものである。
ワンタイムパスワードシステムの仕様を規定している。

•

The One-Time Password SASL Mechanism (RFC 2444)
1998 年 10 月に RFC となった。RFC2222 である SASL(Simple Authentication
and Security Layer)の OTP によるメカニズムを定めている。
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4.5.8. Public‑Key Infrastructure (X.509) (pkix)
(1) 活動概要
PKIX は、X.509 ベースの公開鍵インフラストラクチャ（Public Key Infrastructure）を
インターネット上で運用するための各種の標準を作成する WG である。
現在、Internet-Draft となっている
Roadmap

Internet X.509 Public Key Infrastructure PKIX

によると、PKI のエンティティは図 II-40のように示すことができる。
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操作トランザクション
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（認証機関）

証明書発行
失効書発行

管理トランザクション
Certification Authority
（認証機関）

図 II-40 PKI のエンティティの関係
(2) 現在の状況
2000 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Time Stamp Protocols (TSP) (2001 年
5 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure (2000 年 11 月)

•

An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols - LDAPv3
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(2001 年 1 月)

(2000 年 9 月)
•

Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) (2000 年 11 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile (2001 年
4 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Technical Requirements for a
non-Repudiation Service (2000 年 12 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management Protocols
(2001 年 2 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Permanent Identifier (2001 年 4 月)

•

Transport Protocols for CMP (2000 年 11 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Additional LDAP Schema for PKIs
and PMIs

•

(2000 年 9 月)

Algorithms and Identifiers for the Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certificate and CRI Profile (2001 年 3 月)

•

Delegated Path Validation (2000 年 8 月)

•

Online Certificate Status Protocol, version 2

•

Delegated Path Discovery with OCSP (2000 年 9 月)

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Request Message Format
(CRMF)

(2001 年 3 月)

(2001 年 2 月)

•

The PKIX UserGroupName GeneralName Type

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Impersonation Certificate Profile

(2001 年 1 月)

(2001 年 2 月)
•

Certificate Management Messages over CMS (2001 年 2 月)

(b)RFC
•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile (RFC
2459)
1999 年に RFC となった。公開鍵証明書と失効リストのフォーマットに関して
規定している。内容は、X.509 に準じており、X.509-3 準拠の公開鍵証明書、X.509-2
準拠の失効リストについて記述している。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management Protocols
(RFC 2510)
1999 年に RFC となった。公開鍵証明書の管理プロトコルに関して規定。

•

Internet X.509 Certificate Request Message Format (RFC 2511)
1999 年に RFC となった。公開鍵証明書の発行要求メッセージのフォーマット
に関して規定している。
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•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification
Practices Framework (RFC 2527)
1999 年に RFC となった。認証機関における認証ポリシーと認証業務のフレー
ムワークに関して規定している。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Representation of Key Exchange
Algorithm (KEA) Keys in Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certificates (RFC 2528)
1999 年に RFC となった。PKI における鍵交換アルゴリズムを規定している。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols - LDAPv2
(RFC 2559)
Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema (RFC 2587)
それぞれ、1999 年に RFC となった。X.509 より軽いディレクトリである LDAP
に関して規定している。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols: FTP and
HTTP (RFC 2585)
1999 年に RFC となった。FTP および HTTP を用いて、リポジトリから公開鍵
証明書および失効リストを獲得するプロトコルを規定している。

•

X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol OCSP (RFC 2560)
1999 年に RFC となった。公開鍵証明書の有効性を確認するプロトコルを規定
している。

•

Certificate Management Messages over CMS (RFC 2797)
2000 年 4 月に RFC となった。RFC 2630 で定められた Cryptographic Message
Syntax を使った認証管理メッセージを規定している。

•

Diffie-Hellman Proof-of-Possession Algorithms (RFC 2875)
2000 年６月に RFC となった。二つの Diffie-Hellman キーの間の整合性を検証
するアルゴリズムを定めている。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile (RFC
3039)
2000 年６月に RFC となった。RFC2459 を基にして、法的認証について規定し
ている。

•

Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and Certification
Server Protocols (RFC 3029)
2001 年 2 月に RFC となった。認証サーバおよびそれとの通信に使うプロトコ
ルについて規定している。
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4.5.9. S/MIME Mail Security (smime)
(1) 活動概要
S/MIME WG は、S/MIME Version2 及び Version3 のメッセージ仕様および認証ハンド
リングの標準化活動を中心に、Cryptographic Message Syntax (CMS) 、Diffie-Hellman
Key Agreement Method、Enhanced Security Services (ESS) 、Mail List Agents (MLAs)
等についての標準化活動も行っている。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

Domain Security Services using S/MIME (2001 年 3 月)

•

Examples of S/MIME Messages (2001 年 2 月)

•

Password-based Encryption for S/MIME(2000 年 10 月)

•

Use of ECC Algorithms in CMS(2001 年 5 月)

•

Compressed Data Content Type for S/MIME (2001 年 5 月)

•

Implementing Company Classification Policy with the S/MIME Security Label
(2001 年 4 月)

•

Electronic Signature Formats for long term electronic signatures (2001 年 3 月)

•

Electronic Signature Policies (2001 年 3 月)

•

Reuse of CMS Content Encryption Keys (2001 年 5 月)

•

Transporting S/MIME Objects in X.400 (2000 年 5 月)

•

Securing X.400 Content with S/MIME (2001 年 5 月)

•

Use of the Advanced Encryption Algorithm in CMS (2001 年 3 月)

•

S/MIME Version 3.1 Certificate Profile Addendum (2000 年 11 月)

•

Preventing the Million Message Attack on CMS (2000 年 3 月)

•

Cryptographic Message Syntax (2001 年 4 月)

•

Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms (2001 年 4 月)

(b)RFC
•

S/MIME Version 2 Message Specification (RFC 2311)
S/MIME Version 2 Certificate Handling (RFC 2312)
Cryptographic Message Syntax (RFC 2630)

II-121

Diffie-Hellman Key Agreement Method (RFC 2631)
S/MIME Version 3 Certificate Handling (RFC 2632)
S/MIME Version 3 Message Specification (RFC 2633)
Enhanced Security Services for S/MIME (RFC 2634)
活動概要にもあるように、これらが 1999 年 3 月から 6 月にかけて RFC となった。
•

Methods for Avoiding the 'Small-Subgroup' Attacks on the Diffie-Hellman Key
Agreement Method for S/MIME(RFC 2785)
2000 年 3 月に RFC となった。RFC 2631 に対して small-subgroup という攻
撃方法が明らかになったので、その回避方法を規定している。

•

Use of the KEA and SKIPJACK Algorithms in CMS (RFC 2876)
Use of the CAST-128 Encryption Algorithm in CMS (RFC 2984)
Use of the IDEA Encryption Algorithm in CMS (RFC 3058)
2000 年 6 月に RFC となった。RFC 2630 で規定した CMS に基づく各種アル
ゴリズムの使用法を定めている。
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4.5.10. Secure Network Time Protocol (stime)
(1) 活動概要
STIME WG の目的は、NTP（Network Time Protocol）をベースとした、時間管理に係
わるプロトコルとメッセージの標準化である。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

Public-Key Cryptography for the Network Time Protocol Version 1 (2000 年 4
月)

(b)RFC
なし。
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4.5.11. Secure Shell (secsh)
(1) 活動概要
SECSH WG の目的は、SSH プロトコルの更新と標準化である。SSH はリモートログイ
ン、ファイル転送、TCP/IP と X11 の中継に係わり、それらの安全性を保証する。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は、以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

SSH Connection Protocol (2001 年 1 月)

•

SSH Transport Layer Protocol

•

SSH Authentication Protocol

•

SSH Protocol Architecture

•

Generic Message Exchange Authentication For SSH (2001 年 3 月)

•

SSH File Transfer Protocol (2001 年 1 月)

•

Using GSSAPI authentication for key exchange in Secure Shell

•

SECSH Public Key File Format

•

Diffie-Hellman Group Exchange for the SSH Transport Layer Protocol (2001

(2001 年 1 月)
(2001 年 1 月)

(2001 年 1 月)

(2001 年 3 月)

年 4 月)
•

Storing SSH Host Keys in DNS

(2001 年 3 月)

(2001 年 5 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.12. Simple Public Key Infrastructure (spki)
(1) 活動概要
SPKI WG の目的は、SPKI に係わる証明書フォーマットとプロトコルの標準化である。
SPKI は、IPSEC プロトコル、暗号メール、WWW 文書、支払プロトコル、その他の公開
鍵証明書を必要とするアプリケーションなどを含む広範囲のセキュリティを確保するメカ
ニズムを規定することを意図している。
(2) 現在の状況
1998 年 12 月以来、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となっている。
(a)Internet‑Drafts
なし。
(b)RFC
•

SPKI Requirements (RFC 2692)

•

SPKI Certificate Theory (RFC 2693)
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4.5.13. Transport Layer Security (tls)
(1) 活動概要
TLS WG は、トランスポート層のセキュリティに焦点を当てている。SSL(RFC 2246)、
Kerberos Cipher Suites(RFC 2712)

等を規定してきた。現在では、それらに基づいて、

インターネット上でのトランスポート層のセキュリティプロトコルの標準化を行っている。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となって
いる。
(a)Internet‑Drafts
•

ECC Cipher Suites For TLS (2001 年 3 月)

•

Extensions to TLS for OpenPGP keys

•

Addition of MISTY1 to TLS

•

AES Ciphersuites for TLS (2001 年 1 月)

•

Addition of the Camellia Encryption Algorithm to TLS (2000 年 10 月)

•

Kerberos Cipher Suites in Transport Layer Security (TLS) (2000 年 6 月)

•

Wireless Extensions to TLS

•

TLS Delegation Protocol (2001 年 2 月)

•

Using SRP for TLS Authentication (2001 年 2 月)

(2001 年 3 月)

(2001 年 3 月)

(2000 年 11 月)

(b)RFC
•

The TLS Protocol Version 1.0 (RFC 2246)

Addition of Kerberos Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) (RFC 2712)
活動概要にもあるように、これらが 1999 年に RFC となった。
•

Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (RFC 2817)
2000 年に RFC となった。HTTP/1.1 プロトコルにおいて、単一 IP アドレスに
複数のホストを割り当てるというバーチャルホスティングを実現する方法を規定
している。

•

HTTP Over TLS (RFC 2818)
2000 年に RFC となった。インターネット上で、セキュアな HTTP 接続を確立
するための TLS の使い方を規定している。
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4.5.14. Web Transaction Security (wts)
(1) 活動概要
WTS WG は、HTTP（Hyper Text Transport Protocol）を用いたトランザクションに対
するセキュリティサービスの標準化を目的としている。HTTP Security 要求仕様と HTTP
Security プロトコル仕様をまとめる。なお、実質的に活動は行われておらず、標準化はほ
ぼ終了している。
(2) 現在の状況
1995 年 8 月以来、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となっている。
(a)Internet‑Drafts
なし。
(b)RFC
•

Considerations for Web Transaction Security (RFC 2084)

•

Security Extensions For HTML (RFC 2659)

•

The Secure HyperText Transfer Protocol (RFC 2660)
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4.5.15. XML Digital Signatures (xmldsig)
(1) 活動概要
XMLDSIG WG は、ディジタル署名の検証やディジタル署名を用いたアプリケーション
のための手続き、プロトコルメッセージ、Web リソースの署名等のための XML 上のシン
タックスに関する要件をまとめ、仕様を決定することを目的としている。W3C の XML に
関する標準化活動との連携の下に活動を進めている。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
なし。
(b)RFC
•

XML-Signature Requirements (RFC 2807)

•

XML-Signature Syntax and Processing (RFC 3075)

•

Canonical XML Version 1.0 (RFC 3076)

II-128

4.5.16. IP Security Remote Access (ipsra)
(1) 活動概要
インターネットを介してセキュアにリモートアクセスするための仕組みを、IPsec

WG

で定めた AH, ESP、および IKE の変更を必要とすることなく定めることを目的として 2000
年に活動を始めた。リモートアクセスのアーキテクチャ、IKE が動作しているデバイスで
のユーザ認証のメカニズム、ユーザに関する情報のやり取りのメカニズムを定めるとしてい
る。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

DHCPv4 Configuration of IPSEC Tunnel Mode (2001 年 5 月)

•

Requirements for IPsec Remote Access Scenarios (2001 年 1 月)

•

PIC, A Pre-IKE Credential Provisioning Protocol (2000 年 9 月)

•

Client Certificate and Key Retrieval for IKE (2000 年 11 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.17. Kerberized Internet Negotiation of Keys (kink)
(1) 活動概要
RFC2401 において定められたセキュリティ・アソシエーション向けに、IKE(RFC2409)
に代わるような、集中鍵管理を実現するための Kerberos アーキテクチャベースのプロトコ
ルを規定することを目的として、2000 年に活動を始めた。公開鍵を使わず、Kerberos ベー
スのインフラとの親和性の高いプロトコルを、IPsec (RFC 2401)や Kerberos (RFC 1510)
を変更することなく定めるとしている。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

Requirements for Kerberized Internet Negotiation of Keys (2001 年 4 月)

•

Kerberized Internet Negotiation of Keys (KINK) (2000 年 9 月)

•

Running IKE Phase 2 over Artificial Kerberos IKE SA (2000 年 11 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.18. Multicast Security (msec)
(1) 活動概要
インターネット上で、
セキュアなグループコミュニケーションを実現するためのプロトコ
ルを定めることを目的として、2000 年に活動を始めた。IP レイヤーのマルチキャストルー
ティングプロトコルに留まらず、グループのメンバーシップの管理やセキュリティポリシー
設定を行う「グループコントローラ」についての規定もするとしている。また、複数のプロ
トコルが組み合わさって構成される複雑なマルチキャストの仕組みを記述するため、IRTF
で開発された「機能構成ブロック」なる概念を導入するとしている。また、rmt WG、ipsecWG、
ipspWG との連携の下に作業を進める。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

The Group Domain of Interpretation (2001 年 2 月)

•

Group Secure Association Key Management Protocol (2001 年 3 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.19. Securely Available Credentials (sacred)
(1) 活動概要
PKI において発行される証明書の中には公開鍵と秘密鍵の組が含まれており、これらを
ユーザの側でセキュアに管理する必要があるが、現状では標準化されていない。証明書サー
バを設けて管理する方法やデバイス間で直に送受信する方法が考えられるが、これらの方法
について要件を整理し、アーキテクチャを構成し、プロトコルを定めることを目的として
2000 年に活動を始めた。このプロトコルは ipsla WG によって利用される。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

Securely Available Credentials - Requirements (2001 年 3 月)

•

Securely Available Credentials - Framework (2001 年 3 月)

•

SACRED Scenarios (2001 年 2 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.20. Security Issues in Network Event Logging (syslog)
(1) 活動概要
イベントのログを取るシステムとしてデファクトスタンダードになっている Syslog のプ
ロトコルにはセキュリティ上の問題があるので、これをセキュアなものにすることを目的と
して 2000 年に活動を始めた。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

The BSD Syslog Protocol (2001 年 5 月)

•

Reliable Delivery for Syslog (2001 年 5 月)

•

Syslog-Auth Protocol (2000 年 12 月)

•

Syslog-Sign Protocol (2000 年 12 月)

(b)RFC
なし。
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4.5.21. Kerberos‑WG(krb‑wg)
(1) 活動概要
近年、Kerberos システムは様々なものが出回っており、それらの間の相互運用性が問題
になっている。現在提案されている Kerberos の仕様やその拡張仕様の中から適切なものを
取捨選択して Kerberos の仕様(RFC 1510)を強化することで、Kerberos のセキュリティと
相互運用性を高めることを目的として、2000 年に活動を始めた。
(2) 現在の状況
2001 年 5 月 17 日現在、関連する Internet-Drafts および RFC は以下の状況となってい
る。
(a)Internet‑Drafts
•

Public Key Cryptography for Initial Authentication in Kerberos(2001 年 2 月)

•

Public Key Cryptography for Cross-Realm Authentication in Kerberos (2000 年
12 月)

•

Public Key Utilizing Tickets for Application Servers (PKTAPP) (2000 年 12 月)

•

The Kerberos Network Authentication Service (V5) (2001 年 5 月)

•

Initial Authentication and Pass Through AuthenticationUsing Kerberos V5
and the GSS-API (IAKERB) (2001 年 5 月)

•

Distributing Kerberos KDC and Realm Information with DNS (2001 年 2 月)

•

Kerberos Set/Change Password: Version 2 (2000 年 4 月)

•

Kerberos KDC LDAP Schema (2001 年 3 月)

•

Generating KDC Referrals to locate Kerberos realms (2001 年 2 月)

(b)RFC
なし。
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5. 情報セキュリティ技術の最新動向
本章においては情報セキュリティ技術の最新動向について以下の観点から述べる。
暗号技術
認証技術
アクセスコントロール技術
コンピュータウイルス対策技術

5.1. 暗号技術
5.1.1. 暗号評価プロジェクト
暗号技術における最近の大きな動きとしては、米国での AES の最終候補決定、日本の
CRYPTREC、EU の NESSIE といった暗号評価プロジェクトの開始、米国の暗号輸出規制
緩和に伴う動向が挙げられる。
米 国 で は 共 通 鍵 ブ ロ ッ ク 暗 号 の 次 世 代 政 府 調 達 暗 号 AES （ Advanced Encryption
Standard）の策定が 1997 年に開始され、様々な側面から各提案暗号がオープンな形で評
価され、2000 年 10 月に最終候補として Rijndael が決定された。
欧州では、共通鍵ブロック暗号のみならず公開鍵暗号やハッシュ関数といった、暗号要素
技術をオープンな形で評価することを目的とした NESSIE（New European Scheme for
Signatures, Integrity, and Encryption）プロジェクトが 2000 年 1 月から 3 年計画で開始
された。
さらに日本では、CRYPTREC プロジェクトが 2000 年 6 月に開始され、2001 年 4 月 18
日結果が公表された。このプロジェクトは、2003 年を目途に構築が予定されている電子政
府のシステム調達において、利用可能な暗号技術をリストとして提供しておくことを目的と
している。
これら暗号評価プロジェクトの詳細については、「４．標準化の現状」において詳細に述
べる。

5.1.2. RSA の動向
最も代表的な公開鍵暗号方式である RSA 暗号は、1977 年に R.L.Rivest、A.Shamir、
L.Adleman の 3 氏によって開発された、素因数分解問題に基づく公開鍵暗号方式である。
2000 年は、この RSA をとりまく環境にとって大きな変化がもたらされた年となった。
１つは米国政府による暗号の輸出規制の緩和であり、もう一つは米 RSA Security 社がライ
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センスを放棄したことである。現在 RSA は電子署名をはじめとする電子商取引におけるセ
キュリティ確保のための暗号として広く用いられており、
これらの変化は今後の製品開発に
大きな影響を与えるものと考えられる。
(1) 米国政府による暗号輸出規制緩和
2000 年 1 月に米国政府は大幅に暗号輸出規制を緩和することを発表した。これにより、
128bit 秘密鍵暗号、1024bit 共有鍵暗号などの暗号関連ソフトウェアが、原則 Bureau of
Export Administration (BXA) によるレビューを受けるだけで輸出できるようになった
（ただし完全に規制がなくなるわけではなく、一部条件の残っている部分もある）。
この新しい法案を受けて米 RSA Security 社は 8 月 22 日に、これまで取り引きごとに政府
の認可が必要だった RSA 公開鍵暗号ソフト製品について、今後はその認可なしに輸出でき
るようになったと発表した。また、同社の OEM 先などが同社の暗号化コンポーネントを使っ
て開発されたアプリケーションを輸出する際にも、米国政府の事前の検査を受けることなく
輸出できるようになった。さらに、米国外で開発した関連製品の再輸出する場合にも政府に
よるレビューの必要がなくなった。
(2) RSA のライセンス放棄
RSA の特許は、1983 年 9 月 20 日にマサチューセッツ工科大学（MIT）が取得し、米 RSA
Security 社が独占的にライセンスを受けていた。（特許番号は 4,405,829 で、タイト
ルは「Cryptographic Communications System And Method」。）このライセンスが 2000
年 9 月 20 日に期限を迎えた。これを受けて同社は RSA のライセンスを放棄したことを 2000
年 9 月 6 日に発表した。これにより開発者は特許の縛りなしに、RSA Security 社のアル
ゴリズムを用いた製品を開発できるようになる。また、これと同時に RSA Security 社の
持つ暗号ソフトを利用した WWW ブラウザ、無線機器、サーバー、電子メール・システム、
VPN 製品といった適用範囲の拡大が図られている。
また、暗号のライセンスについては RSA のみでなく、AES においても決定された暗号の
ライセンスフリーが条件となっており、Rijndael が AES に決定されればこれに従いライセ
ンスフリーになる。RSA、AES がライセンスフリーになることにより、今後暗号方式の利
用については、ライセンスフリー、無償利用が一般的となることが予想される。
日本においてもこういった動きを受けて、2001 年 4 月 17 日、NTT は NTT 情報流通プ
ラットフォーム研究所が開発した 4 種類の暗号技術に関する基本特許を無償提供すること
を発表した。対象となるのは、共通鍵暗号の「Camellia」、公開鍵暗号の「EPOC」ならび
に「PSEC」、電子署名「ESIGN」である。これらの暗号技術はすべて CRYPTREC での評
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価の対象となっているものである。使用については、「同社が特許を持つ実装技術（ノウハ
ウ）については対象外である」、「アルゴリズムを改変することは許さない」などの条件はあ
るものの、今後無償化した暗号アルゴリズムのサンプル・プログラムが公開される予定であ
る。

5.1.3. 楕円曲線暗号
楕円曲線暗号は、楕円曲線上の離散対数問題に基づく方式の暗号であり、現在もっとも注
目されている公開鍵暗号方式の一つである。カナダ Certicom 社を中心に米国、欧州および
日本で活発に研究開発が行われている。楕円曲線暗号は、ElGamal 暗号を楕円曲線上で実
現した暗号であり、鍵長 1024 ビットの RSA 暗号と同程度の安全性を確保するための鍵長
を 6 分の 1、処理に要する時間を約 10 分の 1 にできる。つまり、RSA 暗号よりも短い鍵長
で同程度の強度を確保でき、暗号化／復号の処理に要する時間を短縮できる。処理速度の違
いは、IC カード上への実装が可能になる等、実運用上の大きなメリットとなる。インター
ネットの商用化に伴い楕円曲線暗号への注目度が高まり、
商用化を目指した高速化技術の研
究開発が活発になっている。
また、楕円曲線暗号は、米国 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineering）
や ANSI（American National Standards Institute）においても標準化が進められている。
これに伴い米 RSA Security 社をはじめとするいくつかのベンダでは、楕円曲線暗号を暗号
ライブラリ製品に実装しはじめている。 また、2000 年 9 月には、楕円曲線暗号技術に関
する業界団体「Standards for Efficient Cryptography Group (SECG)」により楕円曲線暗
号向け標準仕様「SEC 1」と「SEC 2」が発表されている。（標準化の詳細については、「４．
標準化の現状」を参照のこと）
最近では、超楕円曲線暗号（種数 2 以上の代数曲線、楕円曲線は種数 1）の研究も活発に
なってきている。これまで、超楕円曲線暗号は楕円曲線暗号に比べ演算が複雑であるため実
用性に乏しいと考えられてきたが、実装法によっては，同等の安全性を有する楕円曲線暗号
に比べて同じかそれ以上の処理速度が得られるアルゴリズムを構成できるという意見もあ
る。

5.1.4. 量子暗号方式
現在の暗号方式の主流である共通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式の安全性は、数学的に証明
されているわけではなく、素因数分解問題などの数学的問題の困難性およびそれを処理する
計算機の能力限界に依存しているにすぎない。
そこで、これらの暗号方式とはまったく別の、
量子力学における量子効果を利用した量子暗号方式の研究が，欧米を中心に近年活発になっ
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ている。量子暗号方式は，盗聴者が系を観察すると必ず系は影響を受けて状態が変化すると
いう量子効果を利用した暗号方式であり，正当な受信者が内容の変化により盗聴者の存在を
検知し対策を講じることが可能となる。量子暗号方式は、1984 年米 IBM の C.H.Bennett
とモントリオール大学の G.Brassard が BB84 と呼ばれる最初の量子暗号鍵配布手法を発表
したことにより広く知られるようになり、1994 年に米ベル研究所の P.W.Shor により素因
数分解量子計算アルゴリズムが発見されたこと、公開鍵暗号方式の信頼性の低下が指摘され
ていることが影響して、量子暗号への注目が高まってきている。
量子暗号の中心的な研究グループとしては、米 IBM の C.H.Bennett のグループと英国の
A.Ekert のグループ、日本では NTT の研究グループが挙げられる。1990 年代後半からは、
光ファイバーを利用した量子暗号鍵配布実験の成功例が多く報告されるとともに、実用化を
目指した光学的な研究も欧米を中心に活発になってきている。欧米での実証実験のレベルに
は達していないが国内においても幾つかのグループにより研究が行われ、成果が報告され始
めている。
2000 年 9 月に三菱電機と北海道大学電子科学研究所により量子暗号通信システムの実験
に成功したことが発表された。今回の実験で実装されたシステムは 200ｍの光ファイバを使
用して量子を送信する方式で、プロトコルは前述の BB84 を、光の波長帯としては短波長
帯の 830nm を採用している。短波長帯の採用は、市販品でも比較的高い光検出器が利用で
き、比較的短距離のビル間通信での利用実績があるといった点が考慮されている。また、シ
ステムの機能としては量子暗号方式の基本機能である鍵共有機能と盗聴者検知機能に加え、
誤り訂正機能、プライバシー増幅機能といったデータ処理機能も含まれている。この実験に
つ い て の 詳 細 な 報 告 は 、 SCIS2001 （ The

2001 Symposium on Cryptography and

Information Security）において行われている。

5.1.5. その他
「RSA」、「ElGamal」、「楕円曲線暗号」といった代表的な公開鍵暗号はそれぞれ「素因
数分解問題」
、「離散対数問題」、「楕円曲線上の離散対数問題」と呼ばれる数学的問題の困難
性に基づいている。この他、2001 年に入り、「ラティス問題」と呼ばれる数学的問題に基づ
く新しい公開鍵暗号が提供され始めているが、
理論的な攻撃方法についての指摘がされてお
り、今後も継続的な研究開発が必要な方式である。

5.2. 認証技術
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5.2.1. 本人認証
(1) 認証方法の種類
本人認証の方法は以下に示す 3 種類の方法に分類できる。

表 II-33
方法
物理媒体
パスワード

バイオメトリクス

手段
磁気カード
IC カード
パスワード

本人認証の方法の種類

長所
パスワードを覚える必要がない
第 3 者への漏洩がない
従来からの方法でなじみがある
カードを携帯する必要がない

短所
偽造／紛失／盗難／盗用

第 3 者への漏洩／盗用
辞書攻撃に弱い
→ワンタイムパスワード
指紋、網膜
盗難や偽造／変造によるなりす 認証率が 100％でない
筆跡、音声、 ましの危険性が低い
入力用デバイスが不可欠
等
パスワードを覚える必要がない
カードを携帯する必要がない

物理媒体による認証は、偽造、紛失、盗難等による安全性の問題があるため、この方法単
独での利用は少なくなってきている。これに対し、これまで高価だった IC カードリーダが
安価になってきたことにより、IC カードをパスワードによる認証やバイオメトリクス認証
における認証情報の記憶媒体に利用した本人認証システム製品が増え始めている。IC カー
ドによる認証をパスワードによる認証に組み合わせて利用した場合には、利用者自身もパス
ワードを知らないというケースもあり、パスワードが漏洩する可能性を極めて低く抑えるこ
とが可能である。
パスワードを利用した本人認証については、不正アクセスやパスワード盗難によるなりす
ましを防ぐ効果を高めるために、利用者のアクセス毎に発行され、都度使い捨てにされるワ
ンタイムパスワード方式が増えてきている。
バイオメトリクス認証は近年特に注目されている。本人の所持物／知識による個人認証に
比べ、盗難や偽造／変造による本人なりすましの危険性が低く、紛失したり忘れたりして本
人自身が認証不能になることがないという利点を持つ認証方法である。
(2) バイオメトリクス認証
バイオメトリクス認証とは、利用者個人に固有で不変な生体情報を利用した個人認証方法
である。個人の身体的特徴（指紋、網膜、等）や行動（筆跡、音声、等）の情報を事前に計
測してシステムに登録しておき、認証の都度、測定する本人の身体的特徴や行動をスキャニ
ングし、その結果が登録情報と一致するかどうかを判定することにより、本人認証を行う。
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従来の ID カードやパスワードによる個人認証に比べ、盗難や偽造/変造による本人なりすま
しが困難であり、また、紛失や忘れることで本人自身が認証不能になることがないという利
点がある。携帯電話や PKI など指紋や音声、サインを利用した今後の活用分野は広く、現
在もっとも注目される認証技術である。
(a)全体動向
バイオメトリクス認証に要求される基本要件は、誰にでも備わっている／万人不同／終生
不変／計測可能の 4 点である。このような要件を備えるバイオメトリクス認証技術の現状
を表 5-2 に示す。
表 II-34
パラメータ

指紋

虹彩

署名

音声

網膜
顔型

掌紋
掌形

バイオメトリクス認証技術

特徴
社会的認知度高い
小型で低価格
高精度な照合方式
が確立
マウスによる専用
指紋スキャナ

利用場面
ネットワークへのロ
指紋
グオン時の本人認証
各種アプリケーショ
ン利用時の起動制限
指紋によるファイル
の暗号／復号化処理
PKI におけるデジタ
ル署名の本人認証
虹彩（瞳孔を囲む 心理的抵抗感少
消費者金融の無人契
放 射 状 の 筋 肉 の 経年変化がほとん 約 機 に お け る 本 人 認
表面にある模様） どない
証
入退室管理
筆圧、筆順、運筆 心理的抵抗感少
オンライン署名デー
速度
操作が容易
タを用いた本人認証

課題
スキャニングの精度
人工指の問題

システムの特殊性
高価格

時間的変化
偽筆対策
タブレットなどの入力
デバイス必要
周 波 数 ス ペ ク ト 心理的抵抗感少
携 帯 電 話 ユ ー ザ の 本 録音音声によるなりす
ラ ム か ら 抽 出 さ ユーザの負荷少
人認証
まし
れた特徴パラメ
PC へのログオン時の 時間的変化
ータ
本人認証
雑音による影響
網 膜 上 の 血 管 パ 経年変化がほとん 入退室管理
ユーザの抵抗感
ターン
どない
システムの価格
輪郭/起伏、眼/鼻/ 心理的抵抗感少
一卵性双生児の識別可
口の形
非接触での認証可
能性
能
眼鏡、髪型、照明などの
認証精度への影響
手のひらのしわ
入退室管理
指紋ほど特徴点が多く
なく、精度も低い
手のひらの幅/厚 実用的な識別能力 入退室管理
システムの規模、価格
さ、指の長さ/形 高操作が容易
心理的抵抗感少
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これまでバイオメトリクス認証は、計測システムが高価であったため、一部の限られた分
野への利用にとどめられていたが、
最近では指紋スキャナや掌形スキャナなど計測デバイス
も小型低価格化が進み、導入しやすい環境が整ってきている。PC へのログインに音声認証
や指紋認証が利用され始めるなど、
インターネットや情報ネットワークでの利用を想定した
バイオメトリクス認証の製品化／実用化も進んでいる。製品の多くは、開発ツールの形で利
用者に提供されており、これまで利用していた ID/パスワードによる認証部分を計測デバイ
スによって入力されたバイオメトリクス情報に置きかえる、あるいは追加するためのツール
として提供されている。
また、指紋や音声、サインといった複数のバイオメトリクス認証を PKI における本人認
証に利用した製品も登場し始めている。
(b)指紋認証
指紋認証については、指紋センサー・チップの実用化によりマウスサイズの小型／低価格
の指紋スキャナが登場し、他のバイオメトリクス認証に先行して多くの製品が商品化されて
いる。これら製品による処理時間は、登録に数秒、照合に 0.5 秒以下といったところが平均
的な値であり、認証精度については、メーカ公表値によると本人拒否率が１〜0.05% 、他
人許容率が 0.1〜0.0002％程度である。バイオメトリクス認証の導入／選択の判断材料とな
る精度評価については、現在その基準が定まっていないため単純な比較は難しいが、製品間
でかなりの差が見られるのが現状である。指紋認証のアルゴリズムはどの製品についてもほ
ぼ確立されてきており、
今後の認証精度向上には入力時におけるスキャニング方法の改善が
不可欠となる。
指紋スキャナには光学方式と半導体方式がある。前者は光情報を電気信号に変換する半導
体素子 CCD（Charge Coupled Device）を用いる方式であり、後者は静電気容量方式と温
度や電界の差を検知する方式である。近年は、半導体方式が主流となっており、入力画像の
解像度は 20 画素／mm、８bit／画素、画像サイズは 1.5cm 角から 2.5cm 角が標準である。
指紋認証の方法には、特徴点抽出とパターンマッチングの大きく分けて２種類の方式が存
在する。前者は、指紋の紋様をつくる盛り上がった部分（隆線）の分岐している部分（分岐
点）や切れている部分（端点）といった特徴点をとらえ、その位置や方向といった特徴を基
本情報として数値化し判別する方式である。指紋押印時の局所的な画像の変形に強いが、特
徴抽出処理計算量が大きくなるという課題がある。この方式については、さらにこの特徴点
間を横切る隆線の数の情報（リレーション）を利用して認証精度を高めている方式を利用し
た製品も出てきている。後者は、指紋の中心部分など特定部分を画像として登録しておき、
読み取った指紋と登録されている画像を重ね合わせて照合を行う方式である。指紋画像同士
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の 1 対１の照合は高速で行えるが、画像の局所的変形に弱い。また、これらとは別に指紋
の曲線の曲率と線間隔の情報を利用して照合を行う方式も製品化され始めている。
現在製品化されている指紋認証システムの提供機能としては、パソコン向けの機能と入退
室管理向け機能を提供するものがある。とくに今後普及が期待されるパソコン向けの機能に
ついては、以下の機能が標準的に提供されている。
＜スタンドアロンでの利用＞
・

PC へのログオン時の本人認証

・

スクリーンセーバの制御

・

指紋によるファイルの暗号／復号化処理

＜ネットワークでの利用＞
・

ネットワークへのログオン時の本人認証

・

各種アプリケーション利用時の起動制限

・

PKI におけるデジタル署名の本人認証

このほか、今後は携帯電話などの携帯機器への実装も検討が進められている。
製品化された指紋認証システムについては、
グミを利用した指の偽造が容易であることが、
横浜国立大学の研究により確認されており、今後はこれらの脅威の可能性について個々の検
討を行うことが、研究開発の過程で重要である。
(c)研究開発動向
研究段階のものとしては SCIS2001（The

2001 Symposium on Cryptography and

Information Security）において、以下ようなの報告が行われている。

表 II-35

SCIS2001 におけるバイオメトリクス関連の報告

方法
遺伝子情報
署名
顔型

概要
本人の DNA 情報から生成した秘密鍵／公開鍵を利用して、本人の遺伝子情
報のセキュリティ管理を行う方法
筆跡、筆圧情報にペンの傾き情報の 3 情報の復号利用によるオンライン署名
データによる筆者照合の方法および経時変化を考慮した方法
可変照明を利用することにより顔の立体情報の一部を採取し、照明をランダ
ムにすることにより偽造を極めて困難にする認証の方法

指紋

指紋照合装置における人工指紋の受け入れに関する研究

手の指の形

手の指の形を変えることによって暗証番号を表すことで認証を行う方法
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実用化を目指した研究としては、血管パターンを利用した方法、パソコンのマウスの握り
方を利用した方法などが発表されている。血管パターンを利用した方法は、人さし指に近赤
外線を当てて得られる血管部分の陰影パターンを抽出、数値処理を行う方法である。血管の
陰影パターンは 1 年間は変化せず安定して利用できることが確認されている。パソコンの
マウスの握り方を利用した方法は、
マウスの表面に取り付けられた発光ダイオードからの光
の反射を測定することにより手のひらの形状を識別する方法である。
誤認率が３％程度と高
いが、低コストでの導入が可能なシステムである。

5.2.2. IC カード
IC カードは、その機能としてセキュリティ機能、データキャリア機能、ポータブル機能
の 3 つの機能を備えており、高度情報化社会におけるインフラ技術として重要な技術であ
る。これまで高価だった IC カードリーダが安価になり、今後住民カードや健康保険証、郵
便貯金カードなど公共分野での利用も計画されていることから、様々な地域で様々な目的の
実証実験が行われている。
(1) 種類
IC カードは、直接読み取り器にカードを通すことによりデータの読み書きを行う「接触
型」と内部にアンテナを持ち読み取り器にかざすだけでデータの読み書きを行う「非接触型」
の２種類に大きく分類できる。国際標準では、「接触型」を「外部端子付き IC カード
(Integrated circurt cards with contact)」、「非接触型」を「外部端子なし IC カード
(Contactless integrated circuit card)」といい、データや電力の交換ためのカード表面の金
属端子有無による分類である。さらに、「接触型」は CPU の有無により、「非接触型」は使
用される距離により分類できる。
表 II-36
種

接触型

非接触型

類

IC カードの種類
備

考

CPU カード
（スマートカード）

コプロセッサ付

メモリーカード

ハードロジック回路

密着型

通信距離：数 mm

近接型

通信距離：10cm 以下

近傍型

通信距離：70cm 以下

遠隔型

通信距離：数 m
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用 途
個人認証等、秘密鍵を利用した暗号
処理デバイス。社員証、電子決済用
カード、等
テレフォンカードやオレンジカー
ドなどのプリペイドカード、等
交通システムの定期券やプリペイ
ドカード、電子マネー、テレフォン
カード、社員証、等
ETC、等

さらに、接触型と非接触型の両方の機能を併せ持つ IC カードは、ハイブリッド型または
コンビネーション型と呼ばれ、開発が進められ製品も出始めている。
(2) 非接触 IC カード
非接触型 IC カードは、接触型の IC カードに比べ、表５−５のような特長を持つため、
実用化を目標に近年特に注目が集まっている。

表 II-37
特

非接触型 IC カードの特長

長

小型化／低価格化

内

容

読み取り器の搬送系を必要としないため、小型化／低価格化が可
能となる。
データの表示や書き換えを非接触で行うため、カードへの接触が

メンテナンスフリー

なく、接触型で必要とされた接触部分のクリーニングなどのメン
テナンスが不要となる。

高信頼性

電気的接触に起因する障害がない。

非接触型 IC カードの中でも近接型のカードの実用化が最も進んでおり、交通システムの
プリペイドカードやテレホンカードとして利用されている。これまで非接触型 IC カードは
メモリーカードとしての機能が中心であったが、読み取り器と組み合わせることにより、書
込み／表示機能が付加されたものも開発が進められている。
JR 東日本は、2000 年 5 月、これまでの磁気カードを利用した定期券を 2001 年 1 月から
非接触型 IC カードに順次移行していくことを発表した（「Suica：スイカ」）。仕様は表５−
６に示すとおりであり、定期券の機能だけでなく電子マネーの機能も付加される。実施され
れば、首都圏だけでも 400 万枚の発行となり、実用レベルでは前例のない大規模なシステ
ムとなる。
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表 II-38

JR 東日本が採用する IC カードの仕様

（出典：http://www.jreast.co.jp/press/frameset_05.html）

また、2000 年 11 月、ニューメディア開発協会は高機能非接触 IC カード（「新世代 IC カ
ード」）の開発に成功したことを発表した。IC の低消費電力化や電力供給の効率化などを実
現することにより、従来の非接触型 IC カードでは搭載することが困難であった電子署名機
能を搭載している。さらに、この研究により 2 種類の非接触型 IC カードを重ねた場合に読
み取り器の間での読み書きが可能であることも確認された。
(3) Java カード
Java カードは Java プログラムの実行環境を実装した IC カードである。マルチアプリケ
ーションに対応し、Java 言語で開発したアプリケーションをカード上で実行することがで
きる。これまでのＩＣカードでは、利用するアプリケーションは発行時にしか書き込むこと
ができなかったため、新たな機能を追加するためには、ＩＣカードを回収、もしくは再度発
行する必要がった。この Java カードの機能を利用することにより、発行後にアプリケーシ
ョンの追加／変更が可能になる。さらに、IC カードで採用しているチップの種類にかかわ
らず、複数の異なる Java カード上で同一のプログラムを実行することが可能となる。
Java カードの実用化については、2000 年 6 月 Java 言語の開発元である米サン・マイク
ロシステムズが、クレジットカードに Java カード技術を採用したことを発表している。
また、慶応大学とＮＴＴデータは、2000 年 9 月から共同で Java カードを用いたアプリ
ケーション開発の共同プロジェクトを開始しており、学生証などのキャンパスでの利用をは
じめ、ネットワーク認証などのセキュリティ技術、各業界をまたがる新サービスを対象に研
究開発を進めている。新たにアプリケーションを追加する際には、ネットワーク経由で Java
カード用のアプリケーションをダウンロードすることができる。
2001 年 3 月には、大日本印刷でも自社開発の Java カードによるクレジットカード機能
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付きの高機能 IC カード社員証の実用化を発表している。
(4) IC カードのセキュリティ
IC カードのセキュリティは、耐タンパー性（tamper-resistance）と暗号機能の搭載によ
り実現されている。
IC カードは小型 IC チップを搭載しており、このチップ内部に格納されているデータが
外部に漏洩したり、外部から改竄することが困難な仕組みを備えている。
暗号機能については、
暗号用モジュールや暗号処理専用のコプロセッサ等を搭載すること
により DES、Triple-DES、RSA などの暗号の利用が可能となっている。DES、Triple-DES
といった共通鍵暗号方式はデータの暗号／復号化、外部／内部認証、セキュアメッセージン
グといったセキュリティ機能を提供し、RSA を代表とする公開鍵暗号方式は PKI における
署名・認証を中心としたセキュリティ機能を提供する。共通鍵暗号方式については、AES
の決定を受けて AES を搭載する IC カードが今後増加することが予想される。すでに国内
においても AES の最終候補となったベルギーの「Rijndael」を搭載することが発表されて
いる。公開鍵暗号方式については、楕円曲線暗号が RSA 暗号よりも短い鍵長で同程度の強
度を確保でき、処理速度の速いことが知られており、IC カード搭載に適した暗号方式とし
て注目されている。楕円曲線暗号は、鍵の他に複数のシステムパラメータが必要となり、こ
の点が他の暗号搭載と異なる点である。実際に楕円曲線暗号を搭載する場合には、このシス
テムパラメータによる汎用性の問題や署名生成時のメモリ効率や処理時間といった問題を
解決する必要があり、今後の課題となっている。

5.2.3. PKI（Public Key Infrastructure）
PKI とは、1997 年に米 Entrust Technologies 社が最初に提唱した言葉で、公開鍵インフ
ラのことを指す。公開鍵を利用した証明書の作成、管理、格納、配布、廃棄といった一連の
処理に必要なハードウェア、ソフトウェア、プロトコル、等の製品、技術全般が含まれる。
PKI は暗号化電子メール、アクセス制御、VPN や電子商取引などを実現するための重要な
基盤技術である。
(1) PKI の構成要素
PKI の標準的機能としては認証機関、登録機関、リポジトリが挙げられる。
現在 IETF において行われている PKI 標準化作業の示すモデルによれば、PKI の構成要
素は図 5-1 のように示される。
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図 II-41

(2)

PKI の構成要素

認証機関の構築

PKI を構築するにあたって最も重要な課題は、どのように認証機関を構築するかという
点である。その方法としては
・ 認証機関構築用ツールを利用し、自社で独自に構築する
・ 認証機関のアウトソーシングサービスを利用する
といった 2 つの選択肢が考えられる。
(a)認証機関構築用ツール
1998 年以降、PKI に関連する製品は続々と市場に登場しており、こういった製品を利用
して自社で独自の認証機関を構築することも可能な環境が整ってきている。現在、認証機関
構築ツールを日本国内で提供しているのは、RSA セキュリティ、エントラストジャパン、
ボルチモアテクノロジーズ、ベリサインといった外資系のベンダーが先行しているが、東芝
情報システム、NTT エレクトロニクス、東洋情報システムの 3 社による純国産のシステム
も提供されている。
独自の認証機関を構築した場合は高い自由度を得られるが、反面、
・ 現状ではディジタル証明書のフォーマットの標準化が行われていないため、自社で発
行した証明書を他社で利用できない場合が多い。
・ ディジタル証明書生成に利用する秘密鍵の管理に際するセキュリティの確保が難しい。
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など解決しなければならない課題も多い。
(b)認証機関のアウトソーシングサービス
2001 年 4 月 1 日の電子署名法の施行により、認証機関のアウトソーシングサービスの
動きも活発になってきている。現在日本国内において認証機関のアウトソーシングサービ
スを提供しているのは、セコムトラストネット、日本認証サービス、日本ベリサイン、日
本ボルチモアテクノロジーズの 4 社である。 アウトソーシングサービスを利用する場合
は、他社との間で証明書を容易に共有可能であり、秘密鍵の管理などの物理的セキュリテ
ィも保証される。また、このサービスには登録機関の運用管理も含まれる。
認証機関が提供するサービスには大きく分けて 2 種類のサービスが存在する。プライベ
ート・サービスとパブリック・サービスである。前者は、ユーザ企業のポリシーに合わせ
てディジタル証明書を発行するサービスで認証機関のホスティングとユーザの秘密鍵の
管理を提供し、ディジタル証明書発行時の本人認証はユーザ企業が担当する。企業内 PKI
や金融機関の顧客管理などユーザが特定されており、事前登録される場合の利用に適した
サービスである。後者はサービス業者がディジタル証明書の正当性を保証するサービスで、
サービス業者のポリシーに基づいたディジタル証明書の発行・管理が行われる。不特定多
数のユーザに対し、ディジタル証明書の発行を行う場合に適したサービスである。この場
合は、有効期限や証明書の種類（レベル）に制約がある場合もある。
現状における PKI を利用したアプリケーションにはパブリック・サービスを必要とする
ものは少なく、その多くがプライベート・サービスの利用となっている。

(3) バイオメトリクス認証技術との PKI 技術の連携
指紋認証をはじめとする、バイオメトリクス認証の実用本格化に伴い、バイオメトリクス
認証を PKI の本人認証に利用した新しいソリューション「B-PKI」の動きが出てきている。
このような状況の中、PKI の大手ベンダーと指紋照合システムベンダーが、両者の持つ PKI
技術と指紋認証技術を連携させてユーザの利便性を損なうことなく PKI における高いレベ
ルのエンドエンティティセキュリティを提供することを目的に提携を発表している。この他、
指紋照合システムベンダーも今後大きな市場拡大が見込まれる PKI 分野での利用を目指し
ている。
また、2000 年 9 月には日本テレコム、早稲田大学、オムロン、マックポートバイオセキ
ュ リ テ ィ の

4

組 織 に よ り 日 本 バ イ オ メ ト リ ク ス 認 証 協 議 会

（http://www.biometrics.gr.jp/JBAA/main/jbaa-main.htm）が設立された。この協議会で
はバイオメトリクス認証を利用した PKI システムをバイオメトリクス認証局とし、その実
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現に必要とされる技術、運用面における課題と解決策を明確にすると共に、これら技術提供
者の健全なる競争市場を確立することを目的としている。
バイオメトリクス認証局の概念図を以下に示す。

図 II-42

バイオメトリクス認証局の概念図

（出典：http://www.biometrics.gr.jp/JBAA/gainenzu/gainenzu.htm）

(4) 携帯電話への利用
昨今の爆発的な携帯電話の普及にともない、携帯端末向けの PKI 製品およびサービスの
提供が開始されはじめている。これらの PKI 製品は、SSL や WTLS といったセキュリティ・
プロトコルを利用して携帯電話からインターネット上のサーバまでエンド・ツー・エンドの
暗号通信とディジタル証明書を利用した本人認証を可能にする。携帯電話によるこういった
機能の利用には、メモリーや CPU といったリソース面での制約、消費電力の増加など、解
決しなければならない課題も多くあり、アルゴリズムのコンパクト化／高速化を実現する製
品の開発が進められている。高速化の 1 つの方法として、暗号化部分にコンパクトで処理
速度の速い楕円曲線暗号方式を利用することも提案されている。
(5) PKI の普及
2000 年 12 月 15 日、「アジアＰＫＩフォーラム推進協議会」の設立が発表された。この
協議会は、株式会社日立製作所、トヨタ自動車株式会社、日本電気株式会社、富士通株式会
社、三井物産株式会社の 5 社を中心にアジアでの電子認証基盤の普及促進、及び相互接続
の実現を目指してた日本における推進団体である。すでに日本国内だけで約 80 社が参加し
ており、現在シンガポール及び韓国の関連機関との協議が進められている。
アジアＰＫＩフォーラムは、すでに欧州や米国で活動を始めている EESSI（Europe
Electronic Signature Standardization Initiative）や PKI Forum と同様に、アジア各国の
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ＰＫＩの相互接続に関し機能面、法制面及び運用面から検討するためのフォーラムであり、
アジア圏でのＰＫＩの普及促進及び電子商取引市場の活性化を目指し、アジアの国や地域の
関係者が参加して情報交換、討論を行う場を提供する。

図 II-43 アジア PKI フォーラム推進会議の組織とアジア PKI フォーラムの構成
（出典：http://www.nec.co.jp/japanese/today/newsrel/0012/1501-01.html）

アジアＰＫＩフォーラム推進協議会の主な活動内容は以下のとおりである。
・ アジア圏の国際的な認証局間の連携を実現するための方法、電子認証書の利用基準、
その他ＰＫＩに関する技術仕様の検討。
・ 認証局間の連携の前提となる国や地域の法制度、認証局基準、利用システム基準の
実情調査及び、国や地域の基準や法整備状況に対応した接続要件の検討。
・ 各種アプリケーション分野におけるＰＫＩへの要件検討及び利用技術の検討。
・ アジア圏へのＰＫＩ普及促進活動。
・ 関係官庁、内外諸団体との連携及びこれらに対する意見具申等。
・ 欧州、米国等の関連団体との連携による世界的なインターオペラビリティの検討。
また、当面の活動計画は以下のとおりである。
・ 国際的な認証局間の連携実現のために検討すべき具体的なテーマ関する検討部会
の設置、検討作業
・ アジア圏の国や地域に対し、「アジアＰＫＩフォーラム」への参加の呼びかけ
・ 平成 13 年度上期に、アジア圏の国や地域と協力して「アジアＰＫＩフォーラム」
の第 1 回シンポジウムを開催
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5.3. アクセスコントロール技術
5.3.1. ファイアウォール
ファイアウォールは、社内ネットワークへの不正侵入や破壊行為、Web、DNS、FTP サ
ーバなど外部への公開サーバの防御を行なうための手段として、インターネットと接続され
た企業ネットワークにとって不可欠なものとなっている。これまでのファイアウォールは、
社内 LAN とインターネットの間に設置し、外部からの LAN 内への不正な侵入を遮断する
システムである。

インターネット

ルーター

ファイア
ウォール

サーバ

図 II-44

従来型（ゲートウェイ型）のファイアウォール

この従来型ゲートウェイファイアウォールに対し、近年ではホスト型ファイアウォール、
パーソナル・ファイアウォールといった新しいタイプのファイアウォールが注目を集めては
じめている。
ホスト型ファイアウォールは、複雑化するシステム構成および内部不正アクセスの防止に
対応したファイアウォールであり、パーソナル・ファイアウォールは、インターネットに常
時接続する個人利用の PC に対応したファイアウォールである。
(1) ホスト・ベース型ファイアウォール
ホスト・ベース型ファイアウォールは、
・ システム構成の複雑化に伴い、セキュリティ要求の異なる複数のシステムを 1 つのフ
ァイアウォールで管理することが困難になってきたこと
・ 最近増えつつある内部からの不正アクセスの防止が困難であること
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といった問題の対応策として登場した。
その設置方法は、図５−５に示すように、内部ネットワークとインターネットの間に設置
されるというのではなく、セキュリティの対象となるサーバ毎にファイアウォールソフトを
組み込むという方法である。

インターネット
ルーター

サーバ

ファイア
ウォール

ファイア
ウォール

ファイア
ウォール

図 II-45 ホスト・ベース型ファイアウォール

この方法により、個々のシステムに適したセキュリティポリシーを設定することが可能に
なるとともに、ソフトのみの導入となるためコストも低く抑えることができる。また、内部
からの不正アクセスに対しても、防止することが可能となる。
今後はゲートウェイ型とホスト・ベース型のファイヤーウォールの併用が一般的なネット
ワーク構成となると思われる。
(2) パーソナル・ファイアウォール
パーソナル・ファイアウォールは、個人向けの PC を対象とした低価格のファイアウォー
ルで、2000 年に入り続々と製品が発表されている。近年では CATV や ADSL（非対称型デ
ィジタル加入者回線）、および無線などを利用してインターネットに常時接続する個人向け
PC が急速に増加しており、それに伴なって DDos 攻撃の際の踏み台として利用されるなど
の危険性が高まっている。このような状況を背景に Windows98、95、2000、NT4.0 など
の環境で稼動するパーソナル・ファイアウォールが注目を集めている。
パーソナル・ファイアウォールの特徴は、低価格である点と、セキュリティ・ポリシーの
設定／運用が容易である点である。
機能的には多くの製品がパケットフィルタリングによる
方式を採用している。
企業においてもクライアントマシンを対象とした不正アクセスが増加してきており、今後
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は個人ユーザだけでなく企業ユーザの需要も増加するものと考えられる。多くの製品では、
企業ユーザへの対応も考慮して、インストールやセキュリティ・ポリシーの設定・変更など
一元管理できる機能を搭載している。今後はウイルス対策ソフトと同様の位置づけで普及し
ていくものと考えられる。すでにウイルス対策ソフトとセットになったものも製品化されて
いる。
(3) ファイアウォールの拡張機能
ファイアウォールはその急速な普及に伴い、外部からの不正侵入の遮断という基本機能に
加え、セキュリティ向上のためのさまざまな機能強化が進められている。また、これらの機
能の一部については高機能のファイアウォール製品だけでなく、パーソナル・ファイアウォ
ールに対しても提供され始めている。
(a)DMZ 対応機能
最近のファイアウォールの構築にあたっては、LAN でもなく外部ネットワークでもない
ネットワーク領域 DMZ（De-Militarized Zone：非武装地帯）を用意し、そこに DNS サー
バ、Web サーバ、FTP サーバなどを置いて、内部の安全性を向上させる方法がとられてい
る。これにより、公開サーバへの不正アクセスも防ぐことが可能になる。
(b)ログ解析機能
ファイアウォールの管理者に対してはメールで警告内容を送付するのが一般的であるが、
アクセスごとに危険度を評価し、ログに危険度を示す数値やメッセージを表示する製品もあ
る。また、最近では大量に出力されるファイアウォールからのログを解析して、ファイアウ
ォールに遮断されるようなアクセスを繰り返した送信元の一覧表示や、不正と疑われるアク
セスの発生状況のグラフ表示を行うツールが製品として市場に出始めている。現状では、ツ
ールにより対応可能なファイアウォール製品は異なるが、
ファイアウォールと併用すること
で、不正アクセスに対する早期の対応が可能となる。
(c)二重化対応機能
ファイアウォールの二重化により、
稼動中のファイアウォールがダウンした場合に処理を
予備機に引き継ぐことで信頼性を高めることができる。二重化は最近注目されつつあり、こ
れを実現する機能をオプションで追加できる製品や、二重化に特化した専用ハードウェア製
品が出ている。専用ハードウェアの場合は、1 台で処理の負荷分散が可能になるメリットも
ある。この他、ファイアウォールが二重化を実現する特別な機能を持たない場合の方法とし
て、レイヤ 4 スイッチと組み合わせて二重化を実現する方法が提案されている。
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(d)アクセス制限／ウイルスチェック機能
Web サイトへのアクセス制限を行うコンテンツフィルタリングや、ウイルスチェックな
どの機能もファイアウォールが提供するようになってきている。専用フィルタリングソフト
をオプションで用意しているファイアウォールもあるが、多くの製品は、専用ソフトと連携
してこれらの機能を実現する方式をとっている。その場合、ファイアウォール毎に通信プロ
トコルが異なるため、利用するソフトも異なるという問題が発生する。このような問題を解
消するための新たな通信プロトコルが提唱され始めている。ファイアウォールの圧倒的なシ
ェアを誇るイスラエル Check Point Technologies 社では、 コンテンツフィルタリングソフ
ト用の UFP（URL Filtering Protocol）、ウイルスチェックソフト用の CVP（Content
Vectoring Protocol）といった 2 種類の通信プロトコルを提唱しており、このプロトコルを
サポートするソフトが市場にではじめている。日本においても三菱電機、日立製作所、富士
通の 3 社によって、ファイアウォール／侵入検知ソフト／管理ソフトを相互利用するため
の共通 API の研究開発が行われている。
(e)オールインワン型
1 台のファイアウォールに複数のサーバ機能（Telnet、FTP、メールサーバなど）を搭載
したオールインワン型の製品も充実してきている。これは、小規模なネットワークでの利用
に便利ではあるが、不用意なユーザ・アカウントの設定により不正侵入を許してしまう危険
性もある。
(f)セキュリティ・ポリシー設定機能
社内マシンの IP アドレスや IP アドレスの範囲を複数指定することにより、グループ毎
の個別フィルタリングルールの設定が可能な機能である。また、設定したルール間に矛盾が
ある場合には、警告が出るような機能を備えたものもある。
(g)VPN 機能
インターネット VPN 機能を標準装備またはオプションで装備する製品が多くなってきて
いる。VPN のインターネット標準仕様である「IPsec」への対応も進んでおり、マルチベン
ダー間での相互接続テストも一部で接続実績が見られる。

5.3.2. VPN（Virtual Private Network）
VPN は、インターネット等の公衆ネットワークを経由して、複数のネットワーク間を仮
想的な専用線のように接続し安全な通信を可能にする技術である。VPN には様々な方式が
あるが、インターネット VPN と MPLS-VPN の 2 つの方式が代表的な方式である。
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(1) インターネット VPN
インターネット VPN は、IP トンネリングを利用し OSI 階層モデル14の第３レイヤ以上
のプロトコルに IP パケットを乗せて通信する方式であり、公衆ネットワークとしてインタ
ーネットを利用する。この方式は、どのレイヤにプロトコルを乗せるかにより IPoverIP、
IPoverTPC などに分類されるが、第３レイヤで IPsec による暗号化、認証の技術と組み合
わせて実現する方式が代表的な方式である。
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インターネット VPN は、送信データを VPN で暗号化するとともに、ヘッダーに送信元
／受信先の IP アドレスを付与し、新たな IP パケットでカプセル化してインターネット経
由で送信する。送信データは暗号化されているため、通信時のデータの盗聴／改竄／破壊と
いったインターネット上の脅威から防御され、送信元／受信先の IP アドレスも同時に暗号
化されるので不正アクセスも防止することが可能である。また、なりすましについては
IPsec の認証機能により防止している。インターネット VPN はこういった高度なセキュリ
ティの確保を実現するだけでなく、
公共のネットワークを利用することにより通信コスト／
管理コストの削減効果があり、エクストラネット構築のための技術として企業を中心に近年
急速に普及が進んでいる。
(2) MPLS‑VPN
MPLS(Multi Protocol Label Switching)は、ネットワークを通じてパケットの高速転送を
可能にするためのスイッチング技術である。処理の概要を図５−７に示す。入力ルータで受
信したパケット上に「ラベル」と呼ばれる短い固定長の情報を付与し、中継ルータはこの情
報に基づいてパケットの転送先を決定する。転送先の出力ルータではパケットからラベルを

1977 年に ISO が発表したネットワークプロトコルの構造モデル。「物理層」、
「データリンク
層」
、「ネットワーク層」
、「トランスポート層」
、「セッション層」
、「プレゼンテーション層」
、
「アプリケーション層」の７階層から構成される。
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はずしてもとのパケットに戻す。この方法により、ラベルの参照のみでパケットの転送が可
能になるため、パケット毎の処理の必要がなくなり、高速での転送が可能となる。

ラベル

ラベル

パケット

パケット

パケット

パケット
入力ルータ

中継ルータ

出力ルータ

ラベル付与

転送先決定

ラベル削除

図 II-47

MPLS の処理概要

MPLS-VPN は、この MPLS を利用して構築される VPN である。ラベルに宛先など転送
用の情報のほか、VPN の識別情報を記述することにより、中継ルータで VPN の識別情報
に基づく転送先が決定され、異なる VPN 識別情報の回線に転送されることはない。これに
より MPLS-VPN は、他の VPN からの盗聴、改竄、不正アクセス、なりすましに対し高い
セキュリティを確保できる。これまで、VPN といえばインターネット VPN をさす場合が
一般的であったが、この 1 年で MPLS-VPN をバックボーンとする VPN の新しいサービス
が充実してきている。具体的には、通信事業者が運営する閉域 IP ネットワークを利用する
もので、インターネットのように不特定多数のユーザが利用するネットワークと違い、サー
ビス利用者のみでのネットワークの共有となるため閉域性が高く、セキュリティの信頼性も
高いと言える。
(3) 特徴の比較
インターネット VPN と MPLS-VPN およびそれらをバックボーンとするサービスの特徴
を比較したものを表５−７に示す。
これまで企業を中心に普及してきたインターネット VPN については、接続する拠点数の
増加に伴ない VPN サーバの設定が複雑になるなどの課題も出てきており、スケーラビリテ
ィの確保が容易な MPLS-VPN をバックボーンとするサービスへの移行も見られるが、どち
らも発展途上の技術であり、現時点で技術的な優位性を決めることは難しく、今後の動向が
注目される。
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表 II-39

インターネット VPN と MPLS-VPN の特徴比較

インターネット VPN
利用ネットワーク

MPLS-VPN

インターネット

通信事業者が運営／提供する公衆 IP ネットワーク

アクセス回線料金＋インターネット接続料

アクセス回線料金＋閉域通信料金

通信料金

閉域通信料金：各拠点毎のアクセス回線速度の合計速度により設
定された料金

・ 複数の異なる ISP のネットワークを介在する場合、 ・ SLA（サービスレベル契約）により一定の性能値が
ネットワーク性能／信頼性
セキュリティ機能

運用の容易さ

一定の性能は保証されない。

保証される。

・ 複数ルータの経由による伝送遅延あり。

・ MPLS による高速転送

・暗号化、IP トンネリングによるセキュリティ確保

・ ネットワークの閉域性によるセキュリティの高さ

・ 回線契約不要

・ 利用回線提供通信事業者との契約が必要

・ VPN 機器の設置が必要

・ VPN 機器の設置不要（ルータの設置のみ）

・ トンネルの設計／設置、ポリシー（暗号方式、暗号 ・ 必要な設定はすべてプロバイダが行う。
鍵の変換方式、等）の設定が必要

・ プライベートアドレスの利用可

・ グローバルアドレスが必要（プライベートアドレス
の利用不可）

接続の自由度

・ 世界中の ISP が相互接続済

・ 接続サイトとのスケーラビリティが大きい

・ 世界中どこでもダイアルアップ接続可

・ 海外接続の拠点数が少ない
・ ダイアルアップ接続用のアクセス・ポイントが少な
い
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(4) 今後の課題
VPN の今後の課題としては、インターネット VPN、MPLS-VPN ともにマルチベンダー
間の相互接続の問題が挙げられる。
インターネット VPN については、
製品により暗号化の方式や鍵配送の方式が異なるため、
相互接続性に問題があることが指摘されている。IPsec の標準化の完了に伴ない多くのイン
ターネット VPN 製品での実装が始められており、鍵配送方式を含め標準化の推進が今後の
課題である。
MPLS-VPN における相互接続性の問題については、MPLS のラベルフォーマット、ラベ
ル付きパケットの転送方法、転送パスの設定方法などについての標準化が進められている
が、MPLS-VPN を実現するための VPN 識別情報のファーマットなどについては標準化の
対象となっておらず、製品毎に異なっているのが現状である。国内における MPLS-VPN を
バックボーンとするサービスについては、2000 年 6 月に入りサービスを提供している通信
事業者間で改善の動きが出てきている。インテック コミュニケーションズ、AT&T グロー
バル・サービス、NTT コミュニケーションズ、NEC、富士通の 5 社は各社の IP-VPN を相
互接続し、「ネクストラネット（ネクスト・エクストラネット）」と呼ぶサービスを提供す
る計画を発表した。相互接続の方法は、インターネット相互接続点となるルータを介して
それぞれのプロバイダがバックボーン・ネットワークを相互接続するという方法である。
ポリシーのすりあわせ、パフォーマンスの保証、等今後解決すべき問題も多いが、今後は
さらに多くの通信事業者の参加を得て相互接続性が向上されることが期待される。
どちらの方式についても、製品間の相互接続については様々なところで実験／検証が行
われ、一部で接続実績も見られるが、実用レベルではまだまだ不十分な状況であり、標準
化の推進や VPN 機器間の認証技術の研究成果が期待される。

5.3.3. IDS（Intrusion Detection System）
IDS は、ホストへのアクセスやネットワーク上の通信を監視し、不正侵入行為と判断し
た場合に、それを管理者のホストに通知するシステムである。
IDS には、ベンダより製品として提供されるものの他、フリーウェア等として提供され
るものがある。これらの提供される形態は、ソフトウェア、ハードウェア、またはハード
ウェアとソフトウェアの一体型、ルータやファイアウォールなどとの一体型がある。ハー
ドウェアとして提供される場合は、その殆どの場合においてワークステーションに実装さ
れる。
IDS はすでに商用製品も市販されており、注目すべき技術動向としては、以下のような
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点が挙げられる。
(1) ホストベースとネットワークベースの統合および集中管理体制の導入
ネットワークベースの IDS については、複数ホストを対象とした侵入検知を行える利
点はあるが、多量のトラフィックに対応できないという問題点も指摘されてきた。
また、スイッチングハブを用いたネットワークについては、メンテナンスポートに IDS
を接続すれば全てのポートを監視できるようにはなるものの、IDS がそのトラフィック
量に耐えられるかどうかは疑問視されている。
このような問題への対応策として、ホストベースとネットワークベースの２つの IDS
を組み合わせることでセキュリティを強化するという試みが行われている。アプローチ
としては単一の製品にホストベース・ネットワークベースの IDS を融合させるもの（大
手ベンダに多い）、あるいはそれぞれを個別の製品として取り扱うが、二つを組み合わせ
ることを可能にするものがある。
(2) 対応シグネチャ
シグネチャについては、現在は各ベンダが独自のデータベースを構築し、新たな脆弱
性や攻撃手法、攻撃ツールなどが発見されると、それぞれ自社シグネチャを作成してい
る。このため、シグネチャは各ベンダごとにその捉え方が異なり、比較のために対応可
能なシグネチャ数を数えることも困難になっている。
また、シグネチャとなりうるものが発見された後、どの程度の期間でシグネチャが作
成されるかについては、ほとんどの商品で 2 週間から 1 ヶ月、遅いものになると 4 ヶ月
程で更新される。シグネチャの更新方法については、バージョンアップのみがシグネチ
ャの更新方法だった数年前に比べ、一定期間にユーザがベンダの WEB サイトより手動で
ダウンロードしてインストールする形を取るか、または IDS に FTP のポートを一つ備え、
自動的に新たなシグネチャをダウンロードする形を取るベンダが増えてきている。
(3) マルチ／クロスプラットフォーム化
1990 年代後半における IDS が対応可能なプラットフォームは、Unix あるいは、
Windows NT のどちらか一方であった。しかし、現在では Unix か Windows のどちらか
一方だけでネットワークが構成されることが少なくなったことを受け、両 OS に対応可能
な製品が増えつつある。2000 年を過ぎ Windows 2000 や Linux についても迅速に対応す
るベンダが増えてきている。
(4) 様々なセキュリティ製品との一体化
IDS を単一のセキュリティ製品として扱うのではなく、ファイアウォールなど他のセ
キュリティ製品と一体化させ、自社製品を組み合わせることで統合セキュリティの実現
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を掲げるベンダが増えている。
ホストベースの IDS、ネットワークベースの IDS、監査ツール、脆弱性スキャンツー
ルなどをひとつにパックして扱うだけでなく、ファイアウォールやハブ等に IDS 機能を
付加したものも開発され製品化されている。
(5) ステルス接続
ステルス接続とは、計算機をネットワークに接続する際に、IP を付与しないような接
続方法のことである。これにより、IDS の存在を攻撃者にわからない状態を作り出すこ
とができる。これを実際に IDS に適用するためには、まずネットワークカードを 2 枚用
意する。一方のネットワークカードには IP を持たせて安全と考えられるネットワークに
接続し、（必要があれば）他のホストと通信を行う。
また、他方のネットワークカードには IP を持たせずに、監視したいセグメントに接続
し監視を行う。このような特殊な接続を行うことで、IDS 自身を外部からの攻撃より保
護することが可能となる。
ステルス接続の問題点としては、通常の接続を行ったネットワークベースの IDS に比
べ、監視するホストが検出すべきパケット全て抽出できない可能性が高い点があげられ
る。ステルス接続されたネットワークカードは、プロトコルレベルでの融通が利かず、
低レベルの信号として入出力を捉えるよう設定されるので、パケットが如何なるプロト
コルのものであるかといったレベルから認識する必要がある。このため個々のパケット
の処理は遅くなる。
このような事情から、ステルス接続を用いた監視を実現するためには、複数の IDS に
よる構成を考える必要が指摘されている。
(6) 暗号化されたパケット
現在すでに多種類の製品がある VPN、あるいは次世代のインターネットプロトコル
IPv6 においてはパケットの暗号化が行われる。IDS にとっては、どのように暗号化され
たパケットに対処するかが大きな課題となる。
現在のところ、VPN を用いたネットワークにおいては Gateway 等のパケットを復号
する部分の内側に IDS が配置されているが、この処置だけではクライアントに届くまで
暗号化されたパケットなどには対応できない。暗号化されたパケットに関する侵入検知
の解決方法としては、key-escrow を用いた環境下で計算能力の高いハードウェアベース
の IDS に復号鍵を持たせる方法も提唱されてはいるが、根本的な解決には至っていない。
今後の IPv6 の導入に向け、研究の進展が期待されるが、各ベンダの対応姿勢は現在の
ところ明らかにされていない。
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(7) IDS の選択基準・評価方法
侵入検知技術は現在も発展段階にあり、IDS に関する情報の入手も非常に限られている
ため、評価や比較は容易ではなく、導入時の選択も困難である。
IDS の選択基準・要件は以下のような様々な条件で変化する。
・ 管理者の技量
・ 設定項目の設定レベル（詳細にするか大雑把な設定にするか）
・ ユーザの利用環境
・ 監視対象の重要度
IDS の性能面での評価については、ベンチマークツールがすでに開発されている。米
Anzen Computing 社はベンチマークツールを公開しており、IDS のパフォーマンス、誤動
作に関するテスト、対応できる攻撃に関するテストを行うことができる。

5.4. コンピュータウイルス対策技術
コンピュータウイルス対策技術は、コンピュータウイルスの検出／駆除、感染の防止を
行うための技術であり、ネットワークのセキュリティを確保するための手段として不可欠
なものである。
コンピュータウイルスには、システム感染型、ファイル感染型、マクロ感染型、感染の
たびに形態を変化させるポリモフィック型、さらに Java アプレットや ActiveX プログラム
によるマルチプラットフォーム型など様々な形態のものが報告されている。特に最近では、
自らがメールを送信して伝染するワーム型ウイルスや、コンピュータウイルスに類似する
分散サービス妨害（DDoS：Distributed Denial of Service Attack）攻撃を行う不正プログ
ラムによる被害が増えてきている。また、今後の被害が警告されていた携帯電話をはじめ
とする携帯端末については、2000 年 8 月に PDA（携帯端末）用 OS として注目を集めてい
る PalmOS でトロイの木馬型ウイルスが発見されたことが報告されている。
こういった状況のもと、各コンピュータウイルス対策ソフトベンダを中心に、コンピュ
ータウイルスの検出や駆除に関する研究が行われており、最近の技術動向としては、以下
のような点が挙げられる。
(1) マルチレイヤでのコンピュータウイルス対策
昨年猛威を奮った「Melissa」や「Love Letter」といったコンピュータウイルスに代表さ
れるように電子メールを媒体として感染するワーム型のコンピュータウイルスが急増して
いる。こういったコンピュータウイルスの感染を防止するために、従来からのクライアン
トやサーバマシン用のコンピュータウイルス対策ソフトに加え、ファイアウォールとの連
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携やメールサーバ上での利用が可能なゲートウェイ型や Microsoft Exchange Server や
Lotus Notes/Domino に代表されるグループウェアアプリケーションに対応するグループ
ウェア型のコンピュータウイルス対策ソフトが提供され始めている。ゲートウェイ型コン
ピュータウイルス対策ソフトは、社内ネットワークのゲートウェイ部分に設置し、電子メ
ールの送受信や WWW／FTP アクセスを監視することでコンピュータウイルスの侵入／流
出を未然に防止するソフトで、ワーム型コンピュータウイルスの駆除に効果的である。グ
ループウェア型コンピュータウイルス対策ソフトは、グループウェアで送受信するメール
の添付ファイルや共有データベースに登録したファイルをリアルタイムで監視し、メール
ボックスやデータベースに保存される際にコンピュータウイルスの侵入を防止するソフト
である。
(2) パターンファイルの更新技術
パターンファイルはコンピュータウイルスを検知するための定義ファイルであり、コン
ピュータウイルス対策ソフトとともにコンピュータウイルス対策ソフトベンダから提供さ
れるものである。通常パターンファイルは何千という数のコンピュータウイルスに対応し
ているが、実際に感染が報告されているコンピュータウイルスの数は常時 200 程度である。
実際に感染が報告されているコンピュータウイルスは、「In the Wild」なコンピュータウイ
ルスと呼ばれ、その一覧である「WildList」が、The WildList Organization International
（http://www.wildlist.org/）という国際的な団体によって毎月更新、公開されている。The
WildList Organization International は 1996 年 4 月に設立された組織で、
「WildList」は
2001 年 4 月現在 63 名の個人及び団体のボランティアによって報告されたコンピュータウ
イルスに関する情報に基づき作成されている。ボランティアの国籍は全世界におよび、そ
の多くが McAfee、Trend Micro、Symantec、等のコンピュータウイルス対策ソフト・ベン
ダーに所属しており、信頼性の極めて高い情報源であると言える。
国内においては、IPA（情報処理進行事業協会、http://www.ipa.go.jp）や JCSR（日本コ
ンピュータセキュリティセンター、http://www.jcsa.or.jp）の他、各コンピュータウイルス
対策ソフトベンダーがコンピュータウイルスに関する情報を提供している。
コンピュータウイルス対策ソフトを効果的に利用するためには、利用するすべてのコン
ピュータにコンピュータウイルス対策ソフトを導入すること、パターンファイルの更新を
頻繁／確実に行うことが重要である。管理者の作業負荷を軽減するために、効率的な管理
のための統合管理ツールも提供されはじめている。これはクライアントでの設定変更の禁
止、クライアントへのプログラム自動インストール、パターンファイルの自動更新などの
機能を提供するものである。
パターンファイルの自動更新については、パターンファイルを提供するサイトを定期的に
チェックし、ファイルが更新されていたら自動的にダウンロードし、各クライアントマシ
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ンに配信する。新種コンピュータウイルスの更新には、このパターンファイルの更新の他、
スキャンエンジンの更新も必要となる場合があるが、最近ではパターンファイルの自動更
新と併せてスキャンエンジンの更新も自動的に行われる機能も提供され始めている。また、
米 Symantec では、最終更新時から追加されたコンピュータウイルス定義のみをダウンロ
ードするコンピュータウイルス対策ソフトのアップデート手法を発表している。さらに、
パターンファイルの更新を迅速に行うために、クライアントマシンとコンピュータウイル
ス対策ソフトベンダーをネットワークで接続し、検出された未知のウイルスに対応するパ
ターンファイルを自動的に作成、配信、インストールするシステムも研究されている。こ
のシステムでは、クライアントマシンで検出された未知のコンピュータウイルスに感染し
ている疑いのあるファイルをネットワークを通じてコンピュータウイルス対策ソフトベン
ダーに送付し、コンピュータウイルス対策ソフトベンダーでの調査結果に従い自動的に作
成されたパターンファイルがネットワークで配信され、クライアントマシンにインストー
ルされる。このシステムは「Digital Immune System（ディジタル免疫系）
」と呼ばれ、2000
年 6 月に米 Symantec からサービスの開始が発表されている。
(3) PDA（携帯端末）向けコンピュータウイルス対策技術
携帯端末については、今後 Java 機能の搭載など多機能になるにつれ、コンピュータウイ
ルスの対象となる可能性があることが専門家により警告されてたが、2000 年 8 月に Palm
OS 上で初めてトロイの木馬型コンピュータウイルス「PalmOS/LibertyCrack」が発見され
た。Palm OS は i モードに並ぶ携帯端末の大本命とみられている PDA（携帯端末）用 OS
である。
このような状況に伴い、PalmOS をはじめ Windows CE、EPOC などのプラットフォー
ムを搭載したモバイル機器や無線端末を対象に PDA（携帯端末）向けコンピュータウイル
ス対策ソフトが提供されはじめている。電子メール受信や WWW 閲覧、情報の同期化によ
るコンピュータウイルス、悪意を持ったスクリプト、ワームなどの感染から PDA を守る役
割を果たす。
(4) 未知のコンピュータウイルスの検出技術
未知のコンピュータウイルスの検出方法として、ダイナミックヒューリスティック方式
が注目を集めている。この方法はスキャンした未知のプログラムファイルを仮想的な PC 環
境で実行して、プログラムファイルが実際にとる行動結果によりコンピュータウイルスか
どうかを判定する方法である。ファイル型のコンピュータウイルスの他、マクロ型のコン
ピュータウイルスの検知も可能であり、特に感染のたびに形態を変化させるポリモフイッ
ク型のコンピュータウイルスの検出に効果的である。この方法は、「BloodHound」技術と
して米 Symantec で特許が取られている技術である。また、プログラムを実行した時に、
メモリをスキャンしてコンピュータウイルスを検出する「Striker」と呼ばれる技術も登場
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している。ファイルに感染したときに自分を巧妙に隠してしまうステルス型と言われるコ
ンピュータウイルスの検出に効果的である。
この他、Java や ActiveX、JavaScript、VBAScript といった Web サイトに含まれるプロ
グラムは、Mobile Code と呼ばれ、アクセスするたびにプログラムが変わっている可能性
がある。このため、パターンファイルによるスキャンでは対応が難しく、そういったもの
に対応する「Mobile Code Scanning Engine 」の研究も行われている。

(5) オンラインコンピュータウイルスチェック
オンラインコンピュータウイルスチェックは、 パッケージ・アプリケーションと同様の
機能をオンラインで提供するもので、コンピュータウイルスチェックに必要な機能を
ActiveX コントロールにより提供する。ユーザは、必要なときに必要な機能をベンダの提供
するデータ・センターからダウンロードし、インストールして利用する。パターンファイ
ルの更新を設定なしに自動的に行うことが可能であり、消費メモリが少ない（パッケージ：
10％程度、オンライン 0.5〜1％）という利点がある。
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第III編

付録編

III-1

1. 付録１

事例で見る脅威の動向

これまでに見られた情報セキュリティに対する脅威の代表的な事例を以下にあげる。事
例では、以下の項目について明らかにする。
［記述項目］
（１） 日時
脅威が発生、あるいは発覚した日時を示す。
（２） 被害対象
当該事件・事故の被害対象システムを明確にする。
（３） 概要
当該事件・事故の概要を示す。
（４） 脅威の特性
脅威の結果、失われる情報セキュリティ性質、あるいは社会的信用について
述べる。主に以下のような特性を記述する。
○

可用性の喪失（サービス妨害、システム運用に対する妨害）

○

一貫性の喪失（アクセス権の侵害）

○

機密性の喪失（情報の漏洩、パスワードの露呈）

○

サービス、システム、情報の不正利用

○

システムへのダメージ

○

社会的信用の喪失

（５） 要因
管理上の不備、バグ/エラー、人為ミス、天災、誤作動など、脅威の発生に係
る要因について述べる。
（６） 対策の方向
事例について簡潔な分析を行う。インシデント検知から事態を把握し収拾に
至るまでの、インシデントによる被害を最小限に抑えるために取られた当該関
係者による行動を記す。また長期的・抜本的対策として、事態収拾後に、脅威
の再発生防止のために取られた改善策について述べ、類似事例の傾向と対策指
針を示す。
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1.1. 84-01.

世田谷区通信ケーブル火災

（１）日時
1984 年 11 月
（２）被害対象
通信回線（システム）
（３）概要
東京都世田谷区において、工事中の通信ケーブル専用溝から火災が発生し、世
田谷地区の通信環境をほぼ断絶する大事故となった。不通となったのは、電話が
約 89,000 回線、データ通信が 72 回線、テレックス等が約 4,000 回線の計 9 万回
線であった。世田谷地区には、大手都市銀Ａ行をはじめとする大企業のコンピュ
ータセンタが置かれていたため、同行のオンライン業務が全国規模でストップす
るなど、大きな影響を及ぼした。
（４）脅威の特性
・ 可用性の喪失（通信の途絶）
（５）要因
火災発生の原因は、下請け作業員の作業ミスもしくは引火と見られる。しかし
各企業の業務に支障をきたした点に関しては、リスク分析がなされておらず、バ
ックアップ回線の整備が不充分であったことが原因として挙げられる。
（６）対策の方向
電電公社（現 NTT 東日本）は、重要性の高い回線から順次回復させ、回線は火
災発生から 9 日目には完全復旧した。また、大手企業では、バックアップのコン
ピュータセンタやネットワークの重要性を理解し、その整備を進めることとなっ
た。
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1.2. 97-01.

サービスプロバイダのシステムへの侵入、会員パスワードの盗難

（１） 発生日時
1997 年 5 月
（２） 被害対象
ISPシステム
（３） 概要
プロバイダ B 社のシステムが侵入を受け、インターネット接続サービスのユー
ザ約 7,000 人分の ID・パスワード情報が外部に漏洩した。攻撃者は、一般ユーザ
が利用しない開発用サーバにスタッフ用の ID を用いてアクセスし侵入に成功した。
パスワードファイルを参照した形跡があることから、B 社はパスワードが漏えいし
た可能性が極めて高いと判断し、全会員に対し電子メールでその事実を報告し、
パスワードを強制的に変更。さらに一定期間は基本料金以外を徴収しない方針を
採った。
（４） 脅威の特性
・ 機密性の喪失（スタッフや顧客のIDとパスワードの漏洩）
・ 一貫性の喪失（パスワード漏洩によるアクセス権の侵害）
（５） 要因
同社開発部門が新しい顧客管理用ソフトを開発するため、サンプルデータとし
て全会員のID・パスワードの実データを使用していた。開発用サーバはインター
ネットに直接接続されており、適切なセキュリティ対策が施されていなかった。
（６） 対策の方向
会員のパスワードを強制的に変更し、新パスワードを郵送するなどして、パス
ワードの不正利用を防ぐための迅速な対応が採られた。
開発サンプルとして実際に有効な顧客のデータを利用した点、開発環境が外部
から適切な手段で隔離されていなかった点など、明らかに被害を受けた側に人為
的なミスがあり、情報管理に関する意識の低さが伺われる。抜本的な対策として
はパスワードファイル等機密情報の管理はもちろん、スタッフのパスワード管理
や開発環境に関するセキュリティポリシー、ルールの明確化と実践が挙げられる。
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1.3. 97-02.

ディジタル圧縮技術を悪用した楽曲の不正コピー・配信（MP3）

（１）日時
1997 年から（再生ソフトウェアの開発と普及）
（２）被害対象
楽曲情報
（３）概要
MP3（MPEG-1 layer 3）は、MD 並の音質を維持したままデータ量を 10 分の 1
から〜11 分の 1 に減らすことができる音声のディジタル圧縮技術である。MP3 は、
音楽のノンパッケージ流通を実現する有力な手段として注目を集める一方で、そ
の不正利用が大きな問題となった。規格が一般に公開された誰でも利用可能な技
術であるため、他人の著作物である楽曲を MP3 化して無断配布するホームページ
が後を絶たず、既存の音楽業界の存在基盤を揺るがすものとして危険視され、MP3
を使った配信事業への参入に拒絶反応を示す事業者も少なくない。一方では MP3
ファイルを交換可能なチャットソフトも登場し人気を集めている。
（４）脅威の特性
・ 楽曲の不正コピーによる損失の発生
（５）要因
MP3 化されるコンテンツの不正コピーを防止する機能が充分でなかったこと、
また、ユーザ全般に不正コピーに関する問題意識が乏しいことがこの問題の温床
といえる。
（６）対策の方向
米国レコード協会は 1998 年 10 月、ダイアモンド・マルチメディア・システムズ
社の MP3 再生機「Rio」の販売差し止めを求めて裁判を起こしたが、請求は棄却さ
れた。そこで、レコード業界側は戦略を変え、音楽配信の標準化団体”SDMI”（Secure
Digital Music Initiative）を発足、著作権保護機能付携帯プレーヤの仕様を定め、採
用を呼びかけており、既に対応機器も登場している。国内でも、JASRAC が
「DAWN2001」という著作権管理システムプランを発表している。
MP3 ファイル交換チャットソフト「Napster」については、米国レコード協会
（RIAA）が 1999 年 12 月に同ソフトを使った電子掲示板を提供する事業者や大学を
提訴した。
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1.4. 97-03.

米ウースター空港に対するサイバーテロ

（１）日時
1997 年
（２）被害対象
航空管制システム
（３）概要
マサチューセッツ州ウースター空港を標的としたサイバーテロが行われた。犯
人は、電話線経由で空港管制システムに侵入しシステムを破壊した。このため異
常を知らせる信号や誘導無線も麻痺してまった。

管制塔では誘導無線が回復す

るまでの６時間、途絶えやすい非常用無線だけで対応せざるを得なかった。幸い
晴天であったため墜落事故は発生しなかったが、一歩間違えば大惨事を招く状況
であったとされる。
（４）脅威の特性
・ 可用性の喪失（航空管制の制御不能可）
（５）要因
通信回線を経由した外部からの侵入という、旧来の空港安全対策の観点に含ま
れない攻撃に対して、セキュリティ上の重大な不備があったものと考えられる。
（６）対策の方向
明確な対策については不明。航空管制システムの通信回線利用に何らかの対策
を適用したと推測される。
一般に、外部からの電話線等を介した施設内システムへの接続は、管理体制の
不備からセキュリティホール化することが多いとされ、特に厳密な取扱を要する
ものである。
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1.5. 98-01.

スパムメールの不正中継（通商産業省）

（１） 発生日時
1998 年 1 月
（２） 被害対象
メールサーバ
（３） 概要
通商産業省のメールサーバが、スパムメールの不正な中継に利用された。同省
のシステム管理者が、メールサーバに大量の不審な送信待ちメールがあることに
気付き、通信ログを確認したところ、既に 200 通以上のスパムメールが中継され
ていたことが明らかになった。翌日以降、通産省（現経済産業省）が発信したか
のように発信元を偽造されたスパムメールに対して、国内外から苦情のメールが
同省に寄せられた。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（スパムメール中継のための不正利用）
（５） 要因
同省のメールサーバで使用していた古いバージョンのプログラム（sendmail）
において中継機能が有効に設定されたままにされていたところを悪用された。
（６） 対策の方向
同省では、スパムメールの内容が同省と一切関係がないことを告知するととも
に、まずスパムメールの発信元からのメールを中継しないようにシステムを設定
した。さらに、sendmailを最新のものに入れ替え、同省に無関係のメールは全て
中継しないよう設定した。
ネットワーク管理者やセキュリティ担当者は、自らの管理するシステムに該当
するセキュリティホール情報についてCERT/CCなどの情報提供機関から得られ
る最新情報に迅速に対応するだけでなく、古い情報についても見直し、対策の抜
けや落ちが無いことを慎重に確認する必要がある
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1.6. 98-02.

サービスプロバイダのシステムへの侵入、データの改竄と露呈

（１） 発生日時
1998 年 1 月
（２） 被害対象
サービスプロバイダシステム、WEBサイト
（３） 概要
16 歳の少年がプロバイダ C 社のシステム管理者の権限を不正に取得し、ホーム
ページのデータを削除し、顧客情報を掲載するなどして、C 社の業務を妨害した。
さらに、改竄に気付き、防御策を講じた C 社の経営者に対し、同人の名誉等を害
する旨を告知して管理者用パスワードを提供するよう脅迫した。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（管理者権限の不正な取得）
・ 一貫性の喪失（システム内容の改変）
・ 一貫性の喪失（WEB ページのコンテンツの削除）
・ 機密性の喪失（顧客情報の流出）
（５） 要因
システム管理者権限を奪った手法については詳細が明かされていない。セキュ
リティホールへの適切な対応や情報管理の徹底を怠った点など、システム管理上
の問題があったものと見られる。
（６） 対策の方向
改竄発覚後は防御策が取られたとされるが、その詳細は明らかにされていない。
指摘可能な問題点としては、顧客情報を外部からアクセス可能なサーバ上に置
いていた点が挙げられる。侵入時の被害の拡大を最小に抑えるためには、外部よ
りアクセス可能なサーバ上には機密性の高い情報は極力配置すべきではない。
当然ながらセキュリティホールへの対策を怠った点についても問題が指摘され
ている。既知のセキュリティホールに関する情報収集と修正プログラムの適用と
いった迅速な対応、情報管理に関するポリシーの確立と実践は必須であろう。
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1.7. 98-03.

サービスプロバイダのアカウントへのパスワード総当たり攻撃

（１） 発生日時
1998 年 4 月〜5 月
（２） 被害対象
ISP システム
（３） 概要
プロバイダ D 社及び E 社の会員に対するパスワードクラックが発生した。D 社
では、総当たり攻撃によって、ホームページ開設サービスを利用する会員の ID・
パスワード約 280 人分が入手されたものと見られる。攻撃者により、同ネットの
電子掲示板にこれらの ID・パスワードが投稿されたため、一部の会員のホームペ
ージに対して、その情報を悪用した改竄も行われた。E 社でも、全国一律料金で利
用可能なアクセスポイントのサーバに対し何者かが不正なアクセスを試み、会員
のパスワードの類推を行っていたことが判明した。同社によるログ分析の結果、4
月から同様の攻撃が行われていたことがわかった。E 社では、1999 年 4 月にも、
会員の ID・パスワードが盗まれ、これを悪用して会員にスパムメールを大量に配
布される事件が発生している。
（４） 脅威の特性
・ 機密性の喪失（顧客の ID・パスワードの不正入手）
・ 一貫性の喪失（顧客のアクセス権の不正取得、ホームページの改竄）
（５） 要因
類推の容易なパスワードを利用する会員が多いことが原因と言える。
（６） 対策の方向
D社では該当する会員に電子メールでパスワード流出の事実を通知し変更を促
した。E社ではパスワード流出の危険性がある会員に電子メールで通知を行った。
明らかに弱いパスワード（少ない文字数、辞書に載った単語、アカウント名に
類似する等）については登録時の検査も可能である。パスワードを定期的な変更
を促す処置も有効ではあるが、顧客への強要は困難を伴うため行われていない。
パスワードの有効性を高めるためには、総当たり攻撃によって類推されないよ
う、ユーザ自身が適切な設定と更新を心掛けることが重要である。プロバイダ側
としては、不適切なパスワードを用いるユーザに対して警告を発する等の管理努
力に加え、ログ解析や不正アクセス検出ツール等を活用して総当たり攻撃の有無
を常に確認すること、露呈等の問題発生時に迅速な対応がとれるよう訓練を行う
ことが必要である。
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1.8. 98-04.

WEB サーバへの侵入、データの消去（施設サービス）

（１） 発生日時
1998 年 3 月
（２） 被害対象
WEBサーバ、メールサーバ
（３） 概要
施設サービスF社のWEBサーバが侵入を受け、ルート権限を持つアカウントを
作成された上、それを消去するとサーバ内のファイルを自動的に削除するプログ
ラムを仕掛けられた。ホームページ作成担当者がWEBサーバにFTP接続を試みて
失敗したことから、システム設定が変更されていることが発覚した。担当者が不
審なアカウント２つが設けられていることに気付き、それを消去したところ、WEB
サーバ上のファイルが自動的にすべて削除されてしまった。また、メールサーバ
も大量のスパムメールの不正中継に利用されたためダウンした。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（管理者権限の不正取得）
・ 一貫性の喪失（システム内容の改変）
・ 可用性の喪失（WEBサーバ上の情報の喪失）
・ 可用性の喪失（WEBサーバの停止）
・ 一貫性の喪失（メールサーバの不正中継への利用）
・ 可用性の喪失（メールサーバの機能停止）
（５） 要因
侵入者に仕掛けられたプログラムによりサーバ上のファイルが消去されたため、
侵入の原因は明確になっていない。
（６） 対策の方向
不用意に不審なアカウントの削除を試みたところ、侵入者の仕掛けた罠に掛か
ってしまった。侵入手法が特定できなかったため、全アカウントのパスワードを
変更し、危険性の高い CGI プログラムを見直し、脆弱性対策につとめた。
管理者は被害時に見通しを立てて慎重に作業を行う必要がある。不審なアカウ
ントを削除しても、何ら有効な対処とは成り得ない。
この場合は不用意なアクションを起こす前に、侵入と思われる証拠を集めて確
認し、全システムのバックアップを取るべきであった（このバックアップはシス
テムの再構築用ではなく、侵入についての情報の収集や、侵入に無縁と思われる
データを退避するためのもの）。その後のシステムの再構築は侵入の影響を受けて
いない白紙の状態から始めることが望まれる。
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1.9. 98-05.

米国防総省（DoD）への侵入

（１） 発生日時
1998 年 2 月、同年 3 月
（２） 被害対象
国防総省システム
（３） 概要
米国防総省（Department of Defence：DoD）内の 11 のシステムがインターネ
ット経由で侵入されるという事件が発生した。この事件を DoD は「ペンタゴンが
これまで見てきた中で最も組織的かつ体系的な違法侵入」と発表した。２日後に
高校生 2 人が逮捕されたが、翌 3 月には、別のクラッカーが、NASA、海軍、大
学の各施設の Windows ベースマシンに対してサービス妨害攻撃（Denial of
Service）を仕掛けサービス不能の状態に陥れる行為や、逮捕に協力した ISP の
WEB ページを書き換えるなどの行為を通じて、DoD への侵入が自分の行為である
ことを主張した。この攻撃者は同月にイスラエル警察に逮捕された。
DoD は世界有数の強固な情報セキュリティが整備されていることが知られてい
るため、腕試しを行うハッカー・クラッカーの攻撃目標となっている。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（官公庁システムへのアクセス権の不正取得）
・ 機密性の喪失（人事・給与等の機密情報の漏洩）
（５） 要因
同省システム上の何らかのセキュリティホールが悪用されたものと見られる。
（６） 対策の方向
侵入に用いられたセキュリティホールについては事件発覚後に即座に対策が施されたもの
と考えられる。同省は、更に徹底したセキュリティ環境の構築を進めること
を明らかにしている。
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1.10. 98-06.

インド原子力研究所に対するサイバーテロ

（１）日時
1998 年 6 月
（２）被害対象
原子力研究所内ネットワークシステム
（３）概要
核実験に反対するハッカーグループ”MilwOrm”が、インドのバーバー原子力研
究所（BARC）のコンピュータネットワークに侵入、ホームページの一部を改竄し
て 5MB 分の電子メールファイルをダウンロードする事件を起こした。インド原子
力委員会は、今回の事件での機密情報の漏洩を否定している。今回の事件を起こ
した MilwOrm のメンバーは 17〜18 歳の３人で、侵入の経路として、NASA、米
海軍、米陸軍のサーバを経由する形で、BARC に侵入したとしている。
（４）脅威の特性
・ 機密性の喪失（機密情報の漏洩）
・ 一貫性の喪失（アクセス権の不正な取得、サーバ上の情報の改変）
（５）要因
ハッカーグループによる侵入
（６）対策の方向
核施設に関するシステムへの侵入が可能であること、また、国防総省のサーバ
を経由して他国の重要施設に関連するサーバに侵入可能であったことが問題であ
る。特に他国の重要施設への攻撃に軍事関連のシステムが踏み台とされた点につ
いては、事と次第によっては、両国間の関係に極めて深刻な影響を、悪くすれば
戦争を引き起こす危険すらある。
ファイアウォール等のセキュリティ関連設定の見直しとともに、IDS（Intrusion
Detection System）等の検出システムを効果的に導入し監視体制を強化・徹底す
る必要がある。

III-12

1.11. 99-01.

大学 LAN への侵入、パスワードの盗難

（１） 発生日時
1999 年 2 月
（２） 被害対象
大学 LAN システム
（３） 概要
G 大学の LAN を利用している学生、教職員等約 1,300 人分の ID・パスワード
が盗難にあった。G 大学の教官の ID を騙った不正者が米国の電子掲示板に投稿し、
教官が掲示板管理者から投稿内容に関する警告を受けたため発覚した。攻撃者は
ドイツの ISP を経由して、ファイアウォールの不備をついて同学内 LAN に侵入し、
登録者全員の ID・パスワードを入手していた。同時期に、H 大や I 大学でも同様
の侵入が発生し、H 大では約 3,000 人分の ID・パスワードが盗難にあった。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（大学関係者の ID・パスワードの不正取得、なりすまし）
・ 一貫性の喪失（アクセスログやパスワードファイルの改竄）
（５） 要因
G 大の場合、ファイアウォールのメンテナンス上の不備が推測されている。ま
た、H 大では、UNIX 教室の実習用システムにファイルに表記された ID で接続可
能であり、セキュリティ対策上の明らかな不手際があった。
（６） 対策の方向
G 大では、ユーザ全員のパスワードを変更するなどの措置を講じた。また、I 大
では、システム破壊や悪質なネット活動の恐れがあるとして、LAN の使用を一時
停止した。
ファイアウォール等によるセキュリティ対策手段は単に導入するだけでは殆ど
効果を期待できない。導入時にシステムに合わせた適切な設定を行うだけでなく、
メンテナンス、ログ分析、セキュリティホールへの対応など継続的な管理運用を
行い、常にシステムの守りを最新のものに整える必要がある。
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1.12. 99-02.

WEB サーバへの侵入、ホームページ改竄（新聞社）

（１） 発生日時
1999 年 6 月
（２） 被害対象
WEB サイト
（３） 概要
J 新聞社の WEB サーバが侵入を受けトップページを改竄された。侵入は深夜午
前 3 時 20 分頃に行われたと見られ、ホームページはその後午前 8 時前まで復旧せ
ず、約 5 時間情報提供サービスが停止した。
またその数日後には K 新聞社の WEB サイトも不正なアクセスを受け、J 新聞
同様にトップページを改竄された。同一犯の可能性が指摘されている。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（WEBサーバのアクセス権の不正取得）
・ 一貫性の喪失（WEBサーバ上のファイルの改竄）
（５） 要因
WEBサーバに使用されていた古いバージョンのUNIX-OSの放置されたセキュ
リティホールを攻撃されたと見られる。また、WEBサイトを24時間監視する体制
に無かったために被害の発見が遅れた。
（６） 対策の方向
J 新聞社では、システムおよびサービスの一時停止からの復旧作業には 5 時間を
要した。その後、長期的対策として、ファイアウォールや侵入検知システム（IDS）
を導入するなどのシステム面の強化と、サイト監視体制の要員面での強化が図ら
れた。
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1.13. 99-03.

ウイルス付きメールを顧客に配布（銀行）

（１）日時
1999 年 8 月
（２）被害対象
メールシステム
（３）概要
L 銀行は、数十人の外国人機関投資家に対し、ウイルスに感染したファイルを電
子メールに添付して配信する事故を起こした。他行との全面的な企業統合に関す
る英文のニュースリリースをメールに添付したが、そのファイルがウイルスに感
染していた。
（４）脅威の特性
・ 可用性の喪失（マシンの動作の不安定化）
・ 一貫性の喪失（他ファイルへの感染、破壊）
（５）要因
メールの配信に使用されたパソコンは社員個人の所有するパソコンであり、ウ
イルス対策を充分に施していなかったことが原因とされる。
（６）対策の方向
L銀行では、本件発覚後、すぐに事情を説明したお詫びのメールを対象者全員に
配信し、大きな被害は発生しなかったものと見ている。
本件では、使用されたパソコンのセキュリティ対策が充分でなかった点はもち
ろんだが、それ以前に、顧客や関係者と直接係わる作業に、個人所有のパソコン
を使用するなど、運用面でのセキュリティポリシーやルールの実践に問題があっ
たといえる。
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1.14. 99-04.

アンケート回答メールの誤配信（情報サービス）

（１）日時
1999 年 6 月
（２）被害対象
アンケート回答等のプライバシ情報
（３）概要
情報サービス事業者 M 社が運営する女性向けインターネット情報提供サービスで、
会員向けの電子メールアンケートの回答メールが全会員 6 万人に誤配信される事故
が発生した。誤配信されたのは 4 人分の回答メールで、「贈りたいもの」「贈られた
いもの」「会員番号」「名前（ニックネーム）」「性別」「年代」「職業」といった回答
項目、回答者のメールアドレス、本名が表示されていた。
同社では、全会員にメールを配信する方法として、全会員のメールアドレスを登
録したエイリアスを用意しておき、普段は設定を解除、事務局の使用時にのみ設定
することで、ユーザがエイリアスのアドレスにメールを送っても配信されないよう
にしていた。しかし、アンケート配信後にエイリアスの設定解除を忘れてしまい、
回答者からエイリアスのアドレスに回答メールが送られたため、全会員に配信され
る結果となった。
（４）脅威の特性
・ 機密性の喪失（登録ユーザのプライバシ情報の漏洩）
（５）要因
エイリアスの設定／解除を繰り返す点や、会員からの返信が全員への配布用アド
レスに届くよう設定されている点など、システム運用方法の未熟さと無神経さが事
故を招いたものと考えられる。
（６）対策の方向
M社では、事故発覚後エイリアス設定を解除し、被害の拡大を防ぐとともに、会員
に対してお詫びのメールを配信した。また、全会員向けのメールについては、宛先
が表示されない機能を採用する方針を示している。
ネットワークサービスにおいて会員IDやアンケート回答などのプライバシ情報を
扱う場合には、まず、AUP（Acceptable Use Policy）を明示し、利用者にその情報
の利用について理解を得た上で、それに沿った形で情報を取扱うべきである。さら
に具体的には、情報の取扱に関して、ミスの起こりにくい体制や手順を採用する配
慮が必要になる。
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1.15. 99-05.

メールの誤配による顧客メールアドレスリストの流出（証券）

（１）日時
1999 年８月
（２）被害対象
情報提供サービスの登録ユーザのメールアドレス（情報）
（３）概要
インターネットによる証券取引サービスを行う N 社は、電子メールによる情報
提供サービスにおいて、登録していたユーザ 1,400 人分のメールアドレスを記載
したメールを全員に配信してしまう事故を起こした。
（４）脅威の特性
・ 機密性の喪失（サービスに登録されたユーザのプライバシ情報の漏洩）
（５）要因
メール配信システムが構築中であったため、スタッフの手作業で配信していた
が、その作業中の操作ミスが原因である。
（６）対策の方向
N 社では、事故発覚１時間後にお詫びのメールを全員に送付し、事故について
説明した。また、その翌日には運用体制を見直し、顧客のメールアドレスを管理
する担当者と、メールを配信する担当者を分けた。さらに、１週間後にメール配
信システムを立ち上げ、自動化することで操作ミスの発生を防ぐしくみを整えた。
手作業は操作ミスの危険が伴うので、その発生率を下げる運用面の工夫が必要
となる。
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1.16. 99-06.

DVD ビデオの暗号解読技術流出

（１） 日時
1999 年 10 月
（２）被害対象
DVD ビデオ・オーディオ
（３）概要
DVD ビデオの暗号を解読するプログラムが開発され、インターネット上で公開
される事件が起きた。DVD では、”Content Scrambling System”（CSS）と呼ば
れるセキュリティ技術でビデオ・オーディオファイルが暗号化されており、ライ
センスを受けたベンダによるプレーヤやドライブ、ディスクには 5 バイト長の復
号鍵が組み込まれている。鍵が解析されないよう、各ベンダはそれを暗号化する
ことになっていたが、ある会社がそれを怠っていたため、ノルウェーのハッカー
集団が解読し、DVD ビデオをコピーする「DeCSS」ユーティリティーを開発、公
開した。解析者らは、Linux 上で DVD を再生できるようにする目的で、そのよう
な行動に出たとしている。
（４）脅威の特性
・ 映像・音楽の不正コピーによる損失の発生
（５）要因
解析者らは、解読した復号鍵を手がかりに多数の復号鍵の推測に成功したとし
ており、アルゴリズムそのものや、ライセンス企業各社の管理体制も含めた総合
的なシステムの脆弱性が指摘されている。
（６）対策の方向
DVD コピー規制協会は、解読に携わった関係者 72 人を「企業機密を盗み出し
た」として提訴した。また米国映画協会は、DeCSS を公開する WEB サイトへの
差し止め命令を要求し、掲載を禁じる仮処分を勝ち取った。なお松下電器は DVD
オーディオの発売を延期した。
長期的対策としては、CSS の著作権保護機能を再構築する技術的な改善が必要
であろう。

III-18

1.17. 99-07.

ソフトウェアの不正コピーに対する賠償請求

（１）日時
1999 年 12 月
（２）被害対象
ソフトウェア
（３）概要
米最大手をはじめとする国内外のソフトメーカ 7 社が、調査会社を相手取り、
社内におけるソフトウェア製品を不正にコピーしたとして、約 2000 万円の損害賠
償等を請求する訴えを東京地裁に起こした。訴状によると、被告企業では特定部
署がソフトウェアを購入し、光磁気ディスクへのコピーや CD-ROM の回覧を行っ
て、各事業所のパソコンにインストールしていたとされる。原告側は、被害総定
額を 1,000 万円と見積もり、不正使用である点を考慮して、その２倍相当を請求
している。本件が明るみに出たきっかけは被告企業内の社員による内部告発とさ
れる。
（４）脅威の特性
・ ソフトウェアの不正コピーによる損失の発生
（５）要因
ソフトウェアの不正コピーを防止する機能が充分でなかったこと、また、被告
企業にソフトウェアの不正コピーに関する問題意識が乏しいことがこのような問
題の温床といえる。
（６）対策の方向
企業によるソフトウェアの不正使用に関する罰則の強化、不正使用関連の情報
収集力の強化など、制度面の改革が考えられる。また、技術的なアプローチで不
正コピーを実質上困難にすることも有効である。
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1.18. 99-08.
BubbleBoy）

電子メールを悪用して増殖するウイルス（Melissa、ExploreZip、

（１）日時
1999 年
（２）被害対象
メールシステム
（３）概要
1999 年には電子メールを悪用し増殖するウイルスが複数発見された。3 月に発
見されたマクロウイルス「Melissa」は、感染した PC で MS Outlook が用いられ
た場合に、50 のメールアドレスを抽出して感染ファイルの添付メールを自動配信
する強力な感染機能を持つ。わずか 3 日程で世界中に広まり、大量のメールを発
生させメールサーバを次々とダウンさせる被害をも引き起こした。６月に発見さ
れた「ExploreZip」は、感染したパソコン上のファイルだけでなく、そのパソコ
ンから書き込み可能なネットワーク上の共有ディスクのファイルを消去する機能
を持つ。感染した PC がメールを受信すると、圧縮形式のウイルスファイルを添付
したメールを自動返信し、受信者が圧縮ファイルを解凍すると感染増殖する。11
月には電子メールの本文をプレビューするだけで感染するウイルス「BubbleBoy」
が発見された。これは、VBScript を含む HTML を利用したウイルスであり、
Outlook が HTML メールの解釈・表示に利用する Internet Explorer コンポーネ
ントのセキュリティホールを突き、警告メッセージを出さずにスクリプトを実行
する能力を持っていた。
（４）脅威の特性
・ 可用性の喪失（マシンの動作の不安定化）
・ 一貫性の喪失（他のファイルの書き換え、破壊）
（５）要因
配信されるメールに

Important Message From 発信者名 というタイトルが

付けられる等、受信者の警戒をかわす工夫がなされ、普段は見知らぬ人からのメ
ールを警戒するユーザでも添付ファイルの扱いを誤った。この点がMelissaの拡大
に寄与したと考えられる。
（６）対策の方向
システムにウイルス対策を施すのはもちろん、ウイルスのパターンファイルの
定期的な更新が不可欠である。たとえパッチを当てても、不信なスプリクトへの
警告メッセージに対して「実行する」を不注意に選択すれば、スクリプトが実行
されウイルスは感染してしまう（BubbleBoyのケース）。
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1.19. 00-01.

省庁 WEB サイトへの侵入およびページの改竄

（１） 発生日時
2000 年 1 月から 2 月にかけて
（２） 被害対象
WEBサイト
（３） 概要
多数の中央省庁系サイトが侵入および改竄の被害を受けた。多くの場合、ホー
ムページのデータを改竄され中国語や英語で日本やロシアを中傷するメッセージ
を記述された。科学技術庁、総務庁統計局は短期間に２度の被害を受けた。
・１月 24 日 科学技術庁のホームページが改竄される
・１月 25 日 大蔵省、通商産業省へのアタックが試みられたが、未遂に終わる
・１月 25 日 総務庁統計局のホームページのデータやプログラムが全て消去される
・１月 26 日 科学技術庁のホームページが再び襲われ、内容を書き換えられる
・１月 26 日 総合研究開発機構（NIRA）のホームページが改竄される
・１月 26 日 文部省、防衛庁へのアタックが試みられたが、未遂に終わる
・１月 27 日 運輸省のホームページが侵入を受け、改竄される
・１月 27 日 農林水産省へのアタックが試みられたが、未遂に終わる
・１月 27 日 人事院近畿事務局のホームページが侵入され、ファイル９割が消去される
・１月 27 日 総務庁統計局のホームページが二度目の侵入を受け、改竄される
・１月 28 日 日本銀行へのアタックが試みられたが、未遂に終わる
・１月 29 日 政府資料等普及調査会のホームページが改竄される
・１月 30 日 郵政省沖縄管理事務所のホームページが改竄される
・１月 31 日 東京都老人総合研究所の英語ホームページが改竄される
・２月 １日 参議院ホームページが改竄される
・２月 ２日 科学技術振興事業団のホームページが改竄される
・２月 ２日 基盤技術研究促進センターのホームページが改竄される

（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（WEB サーバへのアクセス権の不正取得）
・ 一貫性の喪失（WEB ページを示すデータやファイルの改竄・消去）
（５） 要因
WEBサーバの脆弱性対策を怠っていたものと考えられる。
（６） 対策の方向
被害後もリモートアクセスが可能な状態で復旧作業を行う等の初歩的な対応ミ
スが報告されている。多くのサイトがバックアップデータを使用して復旧にあた
った。復旧を当面あきらめ、サービスを長期に渡り停止するケースも見られた。
WEB ページの作成時のバックアップは改竄に対して有効な復旧手段となるが、サ
ーバのシステムのセキュリティを確保するためには、初期状態からのシステムの
再インストールが必要である。
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1.20. 00-02.

米国 電子商取引サイトへの侵入、クレジットカード番号の盗難

（１） 発生日時
2000 年１月、同年 3 月
（２） 被害対象
電子商取引サイト、クレジットカードシステム
（３） 概要
2000年１月、オンラインCDストアA社のサイトから約30万件のクレジットカー
ド番号が盗み出され掲示される事件が発生した。犯人は、盗んだカード番号を同
社に売りつけようとしたが拒否されたため、それらの番号を公開した。
また、2000年3月には、9箇所の米オンライン販売サイトに侵入して約6,000件の
クレジットカード番号を盗み出し、ホームページに提示した容疑で、英国の少年2
名が逮捕された。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（電子商取引サイトへの不正なアクセス権の取得）
・ 機密性の喪失（クレジットカード番号の漏洩）
（５） 要因
商品管理ツールに存在するセキュリティホールを突かれて侵入を受けたケース
が多く報告された。
（６） 対策の方向
事件発覚後ただちにクレジットカード会社への通知が行われ、対象となるカー
ド番号の無効化処理が取られた。
導入したソフトウェアについては、常にセキュリティホールやパッチの情報に
注意し、安全な状態を維持する努力が必要である。また、ソフトウェア開発の段
階においてセキュリティホールを作ることが無いように、慎重な姿勢と開発者へ
の教育が求められる。
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1.21. 00-03.

米国 大手サイトに対する分散型サービス妨害攻撃

（１） 発生日時
2000 年 2 月 7 日（Yahoo!）
（２） 被害対象
公開検索サイト、電子商取引サイト
（３） 概要
Yahoo! をはじめとする複数の米国著名ポータルサイト（Buy.com、eBay、
Amazon.com、CNN.com、MSN、E*TRADE、ZDNet 等）に対し分散型サービス
妨害攻撃（Distributed Denaial of Service：DDoS）攻撃が次々と仕掛けられた。
各サイトは一時的にサービス停止状態に追い込まれた。ピーク時に毎秒 1G ビット
に達した大量のデータの発信元は 50 の異なる IP アドレスと見られる。電子商取
引サイトを対象とした大規模な攻撃であったことから社会的影響力も大きく、ニ
ューヨーク株価が下落するなどの騒ぎとなった。2000 年 4 月、犯人としてハンド
ル名「マフィアボーイ」を名乗るカナダの 15 歳の少年が逮捕された。
（４） 脅威の特性
・ 可用性の喪失（サービス妨害による正当なユーザへのサービスの一時停止）
（５） 要因
攻撃を受けたサイトよりも、攻撃の踏み台に悪用された側に問題があると言え
る。1999 年後半よりトロイの木馬型の分散型サービス妨害攻撃ツールが登場し、
これを仕込まれたサーバは攻撃の踏み台に使われる可能性がある。攻撃ツールの
発達により、既存のセキュリティホールに未対策なサーバは容易に検出可能であ
り、数百台の踏み台サーバを揃えることも決して困難なことではない。
（６） 対策の方向
Yahoo! サイトでは緊急対応として同日夜までに攻撃を意図して送り付けられて
きた ICMP（Internet Control Messaging Protocal）のデータをふるいにかけるフ
ィルタを設置して攻撃を遮断しサービスを回復した。被害を受けた他の多くの企
業は Yahoo! にアドバイスを求めた。
進行中のサービス妨害攻撃に対しては、アンチスプーフフィルタ等による攻撃
発信元の追跡や、発信元から送られるデータを拒否するフィルタ設定が有効とさ
れている。
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1.22. 00-04.

大手ネットワーク競売サイトを悪用した詐欺

（１）日時
2000 年 2 月（容疑者の逮捕の日付）
（２）被害対象
インターネットオークションサイト参加者
（３）概要
大手ポータル B 社によるオンラインオークションサイトを悪用し、落札者から
代金を騙し取ったとして、札幌市の 27 歳の会社員が詐欺の疑いで逮捕された。会
社員は中古のノートパソコンを格安で売る旨の虚偽の出品を行い、入札者を募っ
た。会社員名義の銀行口座に代金が振り込まれても落札者に競売品を渡さず、代
金を騙し取った。会社員は同様の手口を繰り返していたことを供述している。被
害者が結束し情報収集を行ったこともあり逮捕されたが、大部分の被害者はだま
し取られた代金を取り返せていない。
（４）脅威の特性
・ 落札者の金銭的損害、オークションサイトに対する信頼の失墜
（５）要因
ユーザ登録時、あるいは取引時の本人確認メカニズムの欠如。
（６）対策の方向
2000 年 10 月には不正商品対策協議会が、B 社に対して、出品者の身元確認の
徹底や不正商品流通阻止のための措置などを求めた要請書を発送した。
B 社はトラブル対策として、商品発送と料金回収を仲介専門会社が代行するエス
クローサービスを採用する等を行ってきた。また、2001 年 5 月より課金/本人確認
システムを採用することを表明した。これはクレジットカード番号などの登録に
よって本人の身元確認をとり、課金するもので、出品／入札にかかわらずネット
競売の参加者全員がカード番号の事前登録が必要になる。
ネットオークションでの被害を避けるためには、取引相手の本人確認を徹底す
ることが重要である。実際に電話で話し合うことはもちろんのこととして、危険
を避けるためには相手の住所等の確認や直接対面して取引を行うべきだろう。リ
スク回避を重視するならば、クレジットカード決済、決済代行サービス（エスク
ローサービス）、商品代引等も選択できる。

III-24

1.23. 00-05.

中学生によるネットワーク詐欺

（１）日時
2000 年 1 月
（２）被害対象
金銭、商品
（３）概要
インターネットの電子掲示板を悪用して、商品を注文して代金を払わない取り
込み詐欺や、代金を受け取っておいて商品を送らない代金詐欺を繰り返していた
相模原市の中学生（14）が逮捕された。小学６年生の頃から、年齢や氏名を偽っ
てパソコンで商品の売買に係わる詐欺を始め、これまでに 100 件以上の取引を行
ったが、代金は一度も払ったことがないとしており、5 件計約 100 万円分の被害届
が県警に来ていた。
（４）脅威の特性
・ 金銭的被害、インターネット上の取引における信用の失墜
（５）要因
現在のインターネット上の商品取引における問題点である、決済機能の脆弱性
が原因といえる。また、インターネットを介した取引では、相手と直接接するこ
とがなく罪悪感が薄く感じられる傾向にあることや、行為そのものが単純で中学
生でも犯行が可能であることが、詐欺行為を重ねた要因として考えられる。
（６）対策の方向
リスク回避を重視するならば、多少手間は掛かっても安心感のある決済手段（ク
レジットカード決済、プロバイダによる決済代行、商品代引等）の選択が考えら
れる。
将来的には、PKI 等のセキュリティインフラを整備し、売買の関係者が互いに
安心して取引可能なネットワーク環境を実現することが望ましい。
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1.24. 00-06.

ゲーム機ソフトの違法コピー、アップロード

（１）日時
2000 年 1 月
（２）被害対象
ゲームソフトウェア
（３）概要
ゲーム機ソフトを著作権者の許可なくホームページ上にアップロードしていた
男が著作権法違反で逮捕された。犯人は、ゲーム機のエミュレータに興味があり、
情報交換の場とするためのホームページを開設していた。
（４）脅威の特性
・ ソフトウェアの不正コピーによる損失の発生
（５）要因
ゲーム機ソフトウェアは、通常、ゲーム機メーカによる独自フォーマットやプ
ロテクトといった不正コピー対策を施されている。この事件で対象となったゲー
ム機は専用 ROM カートリッジを媒体として厳重な不正対策が取られてはいたが、
それでも完全ではなかった。
また、ユーザ側にソフトウェアの不正コピーに関する問題意識が乏しいことも
このような問題の温床となったといえる。
（６）対策の方向
ゲーム機ソフトウェアの不正コピーを防止するため、より強固で効果的な暗号
技術の採用が求められる。
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1.25. 00-07.

不正コピーしたソフトウェアの販売

（１）日時
2000 年 3 月
（２）被害対象
ソフトウェア
（３）概要
ビジネスソフトを不正コピーし販売していたとして、沖縄県の男が著作権法違
反（無断複製）の容疑で逮捕された。容疑者は、1999 年５月から 12 月にかけ、
電子掲示板上でコピーソフトの販売を宣伝し、全国約 700 人に対し計 650 タイト
ルを販売、約 400 万円の売上があったと見られている。
（４）脅威の特性
・ ソフトウェアの不正コピー販売による損失の発生
（５）要因
ソフトウェアの不正コピー防止機能が不充分であったこと、また、ユーザ側に
ソフトウェアの不正コピーへの問題意識が乏しいことが、このような事件の温床
といえる。
（６）対策の方向
ソフトウェアの不正使用に関する罰則の強化、不正使用の現状把握のための情
報収集力の強化など、制度面の改革が考えられる。また、技術的なアプローチで
不正コピーを実質上困難にすることも有効である。
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1.26. 00-08.

スパムメールの不正中継（筑波宇宙センター）

（１） 発生日時
2000 年 3 月 31 日〜4 月 3 日（不正な中継）
2000 年 4 月 3 日（発覚）
（２） 被害対象
メールサーバ
（３） 概要
筑波宇宙センター内に設置したメールサーバからスパムメールが転送されてい
るとのクレームが同センターに入りメールサーバの不正利用が発覚した。調査を
行ったところ、3 月 31 日から 4 月 3 日までに約 27,000 通のスパムメールが同サ
ーバ経由で第三者に送信されたことが判明した。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（スパムメール不正中継への利用）
（５） 要因
古いバージョンの sendmail プログラムを適切な設定を行わないまま放置したた
め、第三者への転送が可能であった。
（６） 対策の方向
sendmail プログラムへのバージョンを最新のものに更新し、不正中継に利用で
きないことを確認する必要がある。現在入手が可能なバージョンの sendmail につ
いてはデフォルトでは転送は行われないようになっている。初期設定上の不備に
ついては、管理者が導入時に危険性を正しく認識して適切な対策を取っておくこ
とが肝要である。
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1.27. 00-09.

スパムメールの不正中継（中小企業総合事業団）

（１） 発生日時
2000 年 4 月 12 日
（２） 被害対象
メールサーバ
（３） 概要
通産省（現経済産業省）所管の特殊法人、中小企業総合事業団のメールサーバ
が約 5400 通のスパムメールの不正中継に利用された。メールは同事業団の外部か
ら送信されたもので、英語で書かれ、米国内の宛先に向けたものであった。
同事業団は 11 日午後の定期的な確認作業の際に 3300 通のメールが宛先不明で
戻ってきていたため不正中継に利用されたことに気付いた。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（スパムメール不正中継への利用）
（５） 要因
古いバージョンの sendmail プログラムを適切な設定を行わないまま放置したた
め、第三者への転送が可能であった。
（６） 対策の方向
最新の sendmail プログラムへのバージョンを更新し、不正中継に利用できない
ことを確認する必要がある。現在入手可能なバージョンの sendmail においてはデ
フォルトでは転送は行われない。初期設定上の不備については、管理者は導入時
に危険性を正しく認識し、適切な対策を取ることが重要である。
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1.28. 00-10.

大学 WEB サーバへの侵入、電子メールの覗き見等

（１） 発生日時
2000 年 7 月 28 日
（２） 被害対象
大学 WEB サイト、大学メールサーバ、観光協会 WEB サイト
（３） 概要
C 大学の WEB サイトが侵入を受け、ID とパスワードが盗まれ、攻撃者により
別のサーバが不正なアクセスを受け電子メールの中身などが覗き見られた。
同年 8 月には新潟県の市町村観光協会が開設した WEB サイトが侵入を受け、観
光案内等の情報を書き変えられた上、管理者用パスワードが変更され正規の管理
者がサーバを操作できないよう工作が行われた。侵入手法は市販の脆弱性スキャ
ナによる管理者パスワードの解析であった。同年 11 月、広島市の男ら 3 人が逮捕
され、不正アクセス禁止法違反で侵入者グループが摘発された全国初のケースと
なった。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（サイト・サーバへのアクセス権の不正な取得）
・ 一貫性の喪失（サイトのコンテンツ、パスワードの改竄）
・ 機密性の喪失（電子メールの覗き見）
（５） 要因
製品として入手可能なプログラムでは既知の脆弱性を突く攻撃が行われること
から、WEB サーバの既知のセキュリティホールが放置されていたことが想定され
る。
（６） 対策の方向
市販されるセキュリティ診断ソフトウェアを攻撃者が悪用すれば、標的システ
ムにおいて既知の重大な脆弱性が放置されているかどうかを探ることも可能であ
る。そのような高価なツールを用いなくとも、対象のシステムに存在する脆弱性
を探り出すためのソフトウェアは容易に入手できる。管理者は攻撃者が利用する
知識と同等の知識を身につけ、適切な支援ツールを用いてシステムの脆弱性をチ
ェックし、対策を施すことが肝要である。
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1.29. 00-11.

米マイクロソフト社システムへの侵入

（１） 発生日時
2000 年 10 月 27 日（発覚した日付）
（２） 被害対象
最大手ソフトウェア開発会社システム
（３） 概要
米マイクロソフト社の社内ネットワークが侵入を受け、開発中のソフトウェア
の最高機密指定にされたソースコードを攻撃者に盗み見られたことが発覚した。
攻撃者は従業員のコンピュータを通じて社内ネットワークに侵入し、脆弱なパ
スワードを持つ他のサーバへアクセスを試み、約 2 週間に渡り同社のネットワー
クの広い範囲を探索していた。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（会社システムへの不正なアクセス権の取得）
・ 機密性の喪失（開発中のプログラムソースコードを含む各種データの奪取）
（５） 要因
攻撃者は以下の手順で侵入したものと見られている。(1) 攻撃者は同社社員の自
宅コンピュータにトロイの木馬型ウイルス「QAZ Trojan」を添付して送信。(2) 社
員が添付ファイルを開き自宅コンピュータが QAZ に感染。(3) 攻撃者は自宅コン
ピュータに QAZ により作られた裏口から、社員が自宅から社内ネットワークに接
続するためのパスワードを盗む。(4) 攻撃者は社員として認証をパスし、社内のコ
ンピュータにログインする。 (5) 攻撃者は空白パスワードのアカウントを持つサ
ーバを探してログインする。(6)さらに高いアクセス権を求めて脆弱なパスワード
を持つサーバの探索を繰り返し、機密指定のファイルを盗み見る。
侵入を許した根本的な要因は人的なミスの積み重ねによるものと言える。
（６） 対策の方向
同社はFBIに捜査協力を依頼した。同社が侵入の詳細に関する発表を断片的にし
か行わないため、侵入手法、期間、被害等は明確にされなかった。
このような侵入に備えるためには、社内ネットワークの管理規定の整備と徹底
が必要である。社内ネットワークへの侵入後に攻撃者の行動を制限するためには
内部ネットワークマシンのアクセス権管理を徹底する必要がある。間接的な侵入
経路となった社員の自宅のPCやノートPCについても、ウイルス対策やファイアウ
ォールによる未使用TCPポートの閉鎖等の管理を徹底する必要がある。
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1.30. 00-12.

中東サイバー戦争

（１） 発生日時
2000 年 10 月末以降
（２） 被害対象
米国イスラエル関連団体サイト、米国企業サイト、イスラエル政府 WEB サイト、
イスラム教政治勢力（パレスチナ側）WEB サイト,
（３） 概要
2000 年 9 月末にイスラエル、イスラム過激派との間で武力衝突が始まって以来、
双方により相手側の WEB サイトに対する攻撃が繰り返されている。各グループが
オンラインでの攻撃の支援者を募集し、初歩的な電子メール氾濫攻撃やサービス
妨害攻撃のためのツールの配布や、クラッカー集団による組織的攻撃などが行わ
れた。
11 月に入り被害は米国のサイトにも波及した。米国ネットワーク関連企業がサ
ービス妨害攻撃の対象となり、親イスラエル圧力団体の WEB サイトが親パレスチ
ナハッカー集団の侵入を受け、サイトの改竄（スローガンの掲示、電子メール通
信内容の暴露）、クレジットカード番号や会員記録の盗難などに遭った。
その後も攻撃手法は分散型サービス妨害攻撃（Smurf 攻撃）や組織的侵入行為
へと激化した。2001 年に入っても声明を掲載したホームページの書き換え事件や、
政府機関に対して大量のメールを送付するウイルスの発見などが報告されている。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（複数のシステムに関するアクセス権の不正な取得）
・ 機密性の喪失（データの奪取・露呈）
・ 可用性の喪失（サービス提供機能の停止）
（５） 要因
既知の脆弱性に関する対策の不足。
（６） 対策の方向
サイバー戦争は地域的な紛争に留まらずインターネット上のすべてのサイトが
潜在的な攻撃対象となる可能性、あるいは攻撃に加担させられる踏み台となる可
能性を持つ。加担する攻撃者の技量・手法はさまざまだが、既知のセキュリティ
対策を十分に施すことが最低限の自衛策となる。また、被害の早期発見のための
監視体制が求められる。
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1.31. 00-13.

企業間取引サイトへの侵入、機密情報の盗難・露呈

（１） 発生日時
2000 年１2 月 11 日（侵入、情報の暴露）
（２） 被害対象
電子商取引サイト、クレジットカードシステム
（３） 概要
オンライン小売業者向けの企業間取引サイトを運営する米国 D 社のサイトが侵
入を受け、攻撃者によってインターネット上に 55,000 件以上のクレジットカード
番号が公開された。その 1 週間後、数 10 人のオンライン買い物客のクレジットカ
ード口座に、本人が購入した覚えのない 10 ドル前後の商品の代金請求が行われて
いることが明らかにされ、この事件との関連性が指摘された。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（電子商取引サイトへのアクセス権の不正な取得）
・ 機密性の喪失（クレジットカード番号の流出）
・ 商取引上の信用の損失
（５） 要因
セキュリティ上の脆弱性を持つ侵入対策が不充分なサイトで電子商取引サービ
スを行った。また、リモートからアクセス可能な位置に機密情報を配置していた。
（６） 対策の方向
侵入発覚後しばらくの間，D 社サイト上にクレジットカード番号が露呈された
ままの状態が続いた。同社は FBI に事態を報告し共に調査にあたった。
本質的なセキュリティ上の問題は企業のバックエンド・データベースにある。
企業のデータベースにはインターネットでの購買を行う消費者の情報だけでなく、
あらゆる種類の決済情報に含まれる個人情報が記録されているため、セキュリテ
ィ侵害が発生した場合のリスクは大きい。電子商取引に関するサイトにおいては、
機密性を要する情報を外部からアクセス可能な場所に置かず慎重にシステムを構
成し、リアルタイムの監視手段を整えるなど侵入に対する十分な備えを行うこと
が望まれる。
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1.32. 00-14.

スパムメールの不正中継（社人研）

（１） 発生日時
2000 年 12 月 12 日午前 9 時 17 分〜14 日午後 12 時 30 分（中継が行われた期間）、
同 12 日（保守会社がリモートより発見）
（２） 被害対象
メールサーバ
（３） 概要
厚生省国立社会保障・人口問題研究所(社人研)のメールサーバが、約 12 万 3,000
通のスパムメールの中継に悪用された。同研究所には、スパムメールを受信した
ユーザから問い合わせのメールが相次いだ。
このサーバは職員のメールの送受信に設置されていたもので、中継に悪用され
た間は断続的に同研究所を発信元と偽ったメールが中継送信された。いずれも複
数のプロキシサーバを経由してから同研究所に送られていたため発信元の特定は
困難だった。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（スパムメールの発信元の詐称）
（５） 要因
サーバは第三者によるメールの中継が禁止されていなかった。サーバ上で動作
するウイルス対策ソフト等との相性が悪かったために設定が機能しなかったとさ
れる。
（６） 対策の方向
メールの転送を防ぐプログラムを点検したが 14 日になっても原因が解明できず、
その後の転送を防げなかった。このため、14 日午後 0 時半にサーバを停止し、警
視庁丸の内署、内閣安全保障・危機管理室に通報した。
システム更改後は想定外のセキュリティ上の問題が発生しやすい。対策が有効
なものであることの再点検を兼ね、更改直後にセキュリティ面での監査を行い、
更改中に変更した設定の放置ミスや、新たな脆弱性の発生を発見可能である。
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1.33. 00-15.

2000 年問題による誤作動

（１）日時
2000 年
（２）被害対象
各種計算機システム
（３）概要
2000 年問題では、大事故は報告されなかったが、内外各所で様々なトラブルが
発生した。
・ 全国 146 ヶ所の郵便局で、書留郵便の配達状況等をコンピュータで追跡するシステムの端
末が誤作動し、1 月 1 日から 7 日まで該当する局での追跡情報照会を行えなくなった（日本）
・

市役所が国民年金の保険料未納者 4,089 人に郵送した未納通知書の納付期限に、誤って「平
成 89 年 4 月末日」と表示されるトラブルが発生した（日本）

・

鉄道会社で１月１日にプリペイドカード専用自動券売機の一部が機能不良に陥った（日本）

・

1999 年 11 月、裁判所のコンピュータが 2000 年を 1900 年と混同し、「1900 年に陪審員と
して出廷して下さい」という公式の通知を約 500 人に送った（米国）

・

レンタルビデオ店で、店舗のコンピュータが返却されたビデオテープの延滞期間を百年間と
判断して、延滞金 91,250 ドル（約 935 万円）を請求した（米国）

・

刑務所の記録を保存する裁判所のコンピュータの誤作動で、1999 年末に刑期を終えていた
受刑者の出所予定日が 2099 年 12 月になる、2000 年１月 10 日の出所予定者が 1900 年 1
月 10 日に刑を終えていたことになる等のトラブルが発生した（イタリア）

（４）脅威の特性
・ 可用性の喪失（誤動作によるサービスの一時停止）
・ 一貫性の喪失（誤動作）
（５）要因
多くの場合、2000 年問題対策が不足したことが直接の原因と考えられる。事前
に予想された件数ほどのトラブルが発生しなかったことを考えると、トラブル発
生個所での 2000 年問題対策が不充分であった事実は、そのシステム管理の体制に
大きな問題があるといえる。
（６）対策の方向
2000 年問題については、広く問題が取り上げられ、管理者・ユーザを問わず危
機感が高められ、事前に積極的な対策を取ることが奨励された。多くの場合、2000
年問題対応のパッチを当てる、もしくはプログラムを修正する等の処置を取り解
決したと思われる。
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1.34. 00-16.

サービスプロバイダのアカウントの不正使用

（１） 日時
2000 年 3 月
（２） 被害対象
ISP システム
（３） 概要
岐阜県の男が、推測容易な ID やパスワードを本人に無断で用いてプロバイダに
不正に接続していた事件。攻撃者は不正に入手した ISP への接続アカウントを 5
千円〜3 万円で販売する旨の広告がホームページ上に掲載された。男は不正アクセ
ス禁止法違反の疑いで逮捕され、事件は不正アクセス禁止法による摘発の第 1 号
となった。
（４） 脅威の特性
・ 機密性の喪失（ISP 顧客の ID・パスワードの露呈）
・ 一貫性の喪失（ISP 顧客アクセス権の不正な取得）
（５） 要因
類推の容易なパスワード。ID・パスワードによる認証のみでサービスが利用可
能である ISP の認証機能の根本的な脆弱性。
（６） 対策の方向
ユーザ側に ID・パスワードの詐取を防ぐ努力が要求される。不用意に ID 情報
を漏らさないこと、推察が容易なパスワードを使用しないことが求められる。
PKI 等に関連するセキュリティインフラの整備・普及により、高いセキュリテ
ィレベルの本人認証が行える環境が整えられる可能性がある。実現が待たれてい
る。
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1.35. 00-17.

誤配信によるメールアドレスの流出

（１）日時
2000 年 8 月 28 日、2000 年 10 月 24 日、2000 年 10 月 28 日
（２）被害対象
顧客向けメール配信システム
（３）概要
顧客に宛てたメールの発信時に誤操作によりメールアドレスを流出させる事件
が相次いだ。8 月 28 日には、商品先物取引 E 社から損金が発生した顧客 120 名へ
宛てた口座振り込み願いのメールに、該当する顧客全員の名前とメールアドレス
のリストが添付され送信された。同様に 10 月 24 日にはキャラクター関連会社 F
社においても本来添付するファイルと取り違えて 3000 人分のメールアドレスのリ
ストが掲載されたリストを送信する事件があった。
また、10 月 28 日にはホテル G 社より顧客 1500 人に送るサービス案内メールに
おいて、メールアドレスを宛先欄（To:〜）に記入したため、配信を受けた顧客に
他の顧客のメールアドレスが漏洩した。
（４）脅威の特性
・ 機密性の喪失（顧客の個人情報の露呈）
（５）要因
チェック体制の不備。手作業での配信。
（６）対策の方向
E 社や F 社の添付ファイルの誤りについては、送付前にテストを行わず確認を
怠った点が問題と言える。G 社の宛先欄への記入ミスについては、1500 件ものメ
ールを手作業で扱うことを前提としていたシステム運用に問題がある。
メールの配信に関してはヒューマンエラーが発生しやすい。厳重なチェック手
段を取り入れたシステムを構成する必要がある。誤った添付ファイルが付けられ
たメールやウイルスメールの配信を防ぐためには、メール配信システム内での添
付ファイルの扱いを制限する設定を施す対策も知られている。
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1.36. 00-18.

企業 WEB サイトからの個人情報の流出

（１） 日時
2000 年
（２） 被害対象
WEB サイト、電子商取引サイト
（３） 概要
2000 年の 1 年間を通じて企業 WEB サイトからの個人情報の流出ミスが多く起
こった。各サイトから流出した情報には、約 100 件の入社希望者の履歴書、約
10,000 件の健康相談の回答、約 16,000 件の購入履歴などがあり、深刻な被害に繋
がりかねないケースも多く見られた。これらはサーバへの侵入を受けたものでは
なく、設定や管理上のミスからデータが外部に公開され、個人情報に誰もがアク
セス可能な状態にあったために流出したものである。ロボット型検索エンジンに
ファイルが登録され、リンクされたために発覚したケースが多い。
（４） 脅威の特性
・ 機密性の喪失（個人情報の漏洩）
（５） 要因
アクセス制限設定のミス。個人情報の公開用サーバ上への放置。
（６） 対策の方向
被害を未然に防ぐためには、公開サーバ上に機密性を要する情報を置くことを
設計段階から避けるべきである。また、サービス目的に必要な情報のみを収集し、
流出時のリスクを最小化することが大切である。作業ミスによる情報流出を防ぐ
ためには、作業記録を取り、複数の人間が確認するだけでなく、外部から機密性
を有する情報にアクセスできないことを検証する。ロボット型検索エンジンによ
るディレクトリ情報収集の禁止、WEB サーバのディレクトリ一覧表示機能の停止、
万一に備えての空のインデックスファイル（index.htm）のディレクトリへの配置
が有効である。
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1.37. 00-19.

機密情報が含まれたノートブック型 PC の紛失

（１） 発生日時
2000 年 1 月 20 日（PC の紛失日時）
（２） 被害対象
ノートブック型PC、および、それに記録された重要機密情報
（３） 概要
米国国務省情報調査局において、極秘扱いの機密データを収めたノートブック
型PCが、立ち入りを規制された会議室から行方不明となった。PCは会議室内の回
覧に使われていたもので、国家安全保障に関わる機密情報（情報機関の情報源や
大量破壊兵器の国際拡散状況、暗号鍵など）が記録されていた。FBIにより会議室
周辺で内装工事をしていた複数の工事関係者が取調べられたが解決には至らなか
った。その後手がかりは全く見付からず、同年8月には国務省から2万5000ドルの
賞金がPCにかけられた。結局のところ紛失した理由すら不明のままである。
（４） 脅威の特性
・ 機密性の喪失（国家安全保障に関わる機密情報の漏洩の可能性）
（５） 要因
管理の未徹底。省内にはPCの保管記録が無く、機密情報へのアクセス制限機構
としてパスワード方式すら設定されていない等、セキュリティ管理が徹底されて
いなかった。機密情報の取り扱い規定が守られていなかったと思われる。
（６） 対策の方向
連絡が、CIAには紛失発覚から数週間後、FBIには3月末に行くなど、対応の遅
れが目立ち、機密管理体制のずさんさが厳しく取り沙汰された。情報調査局は機
密情報を管理する権限を剥奪された。国務長官の指示により省内の機密管理体制
の見直し、安全管理担当次官ポストの新設などの安全強化対策が講じられた。
本件のように極めて機密性が高い情報を扱う際には、携行が容易なノートブッ
ク型PCでの取り扱いは可能な限り避けるべきであろう。
一般に携帯端末については以下のようなセキュリティ対策が求められる。携帯
や複製が容易な機器には機密情報を不用意に保存してはいけない。
持出し者の把握、施錠可能な場所への保管
盗難防止のためのワイヤ等による机や壁面への固定
データの暗号化、適切なパスワードの設定等
保管・管理ルールの確立、周知と遵守
また、機密情報を扱う場所は、入退出管理により内部犯罪や物理的侵入を防止
し、重要データについてはPCへの保存やアクセスも厳重に制限する必要がある。
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1.38. 01-01.

米マイクロソフト社名義の公開鍵証明書の不正取得

（１） 日時
2001 年 1 月 29 日、30 日
（２） 被害対象
大手認証サービス会社、最大手ソフトウェア会社
（３） 概要
2001 年 3 月 22 日、米 Microsoft 社は同社の名義で米 VeriSign 社から 2 枚の公
開鍵証明書が不正に発行されたことを明かし、この証明書を悪用した不正入手者
が、ユーザを騙して危険なプログラムを実行させる恐れがあることを警告した。
同社の社員を装った何者かが、VeriSign 社から Microsoft 社名義の 2 枚の証明
書が電話で申請された。電話と電子メールでのやり取りの後、申請は受理され、1
月 29 日と 30 日に証明書が発行された。VeriSign 社は証明書発行後に Microsoft
社による発行依頼では無かったことに気付いた。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（データ発行元の詐称、トロイの木馬を仕掛けられる可能性）
（５） 要因
発行に至るまでの手続手順の間で、依頼先が適切な手段で確認されなかった。
（６） 対策の方向
Microsoft 社ソフトウェア製品においては同社の署名がつけられたコードはユー
ザの確認無しに信頼され自動的に実行されることがあり得る。
発行元である Verisign 社は証明書失効リスト（CRL）に該当する証明書を追加
したが、Microsoft 社の製品にはその CRL への適切なアクセス手段を持たない実
装が施されていた。このため該当する不正な証明書は自動的には無効化されない。
Microsoft 社は 3 月 29 日に、この問題に対応する修正プログラムを公開した。
この修正の適用により誤って発行された証明書が無効であることを示す CRL がマ
シンにインストールされ、証明書の有効性検証機能で無効な証明書として取り扱
うことが可能となる。
事件後、トロイの木馬プログラムに備えるため、複数のウイルス対策ソフトウ
ェアに、不正取得された証明書に基づく署名を検知する機能が追加されている。
該当する署名の悪用に関する報告は未だ無いが今後も注意が必要である。抜本
的な対策としては、証明書失効リストへの迅速なアクセスが可能な実装と通知の
徹底（あるいは CRL 更新の自動化）が望まれる。
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1.39. 01-02.

米マイクロソフト社 WEB サイトへのサービス妨害攻撃

（１） 日時
2001 年 1 月 23 日〜25 日
（２） 被害対象
最大手ソフトウェア会社の複数のサイト
（３） 概要
米国時間で 23 日から 24 日に米 Microsoft 社が運営する一連の主要サイト
（Microsoft.com，MSN.com，Expedia.com，Carpoint.com など）への接続が断
続的に困難になった。特に 23 日には 22 時間の間サービスが停止した。また、25
日にも 2 時間にわたり同様に主要サイトへの接続が困難になった。
同社の公式な発表によれば、23 日から 24 日のサービス停止の原因はエンジニア
によるルータの設定ミスが原因、25 日のサービス停止は悪意をもつ攻撃者による
サービス妨害（DoS）攻撃が原因とされている。
（４） 脅威の特性
・ 可用性の喪失（開発支援サービスや WEB メールに対するサービスの妨害）
・ 信頼の喪失
（５） 要因
サイトのアドレスを管理する複数の DNS（Domain Name System）サーバを、
分散して配置せず、全て同一のネットワークセグメント上で集中管理していた。
また、サイトへの攻撃や非常時に備えてのバックアップを用意していなかった。
このため、DNS からインターネットへの接続点にあたるルータが致命的な弱点
となる構造であった。DoS 攻撃はこのルータに対して集中的に行われたものと思
われる。
（６） 対策の方向
大規模なネットワークにおける DNS は、障害や攻撃の影響を局所化するために
いくつかの複製を作り、インターネットに異なるポイントから接続することが推
奨される。有用な情報を一手に引き受けるサイトについては、アクセス可能な複
数のバックアップをそれおぞれ独立した形で運用することも、インシデントへの
良い備えとなるだろう。
サービス妨害攻撃については社会問題化しつつあるが、現在のところは抜本的
な解決策が無い。ワーム／ウイルス等で拡散するトロイの木馬ソフトウェアによ
って計画的に行われるケースも始終報告されているため、サイト管理者はサーバ
の脆弱性の修正、エンドユーザはメール添付ファイルの取り扱いに特に注意が必
要である。
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1.40. 01-03.

ウイルス付きメールの配信（大手進学塾）

（１） 日時
2001 年 1 月 29 日
（２） 被害対象
メールマガジン配信システム
（３） 概要
大手進学塾 H 社が大学受験生向けに配信している無料の電子メールマガジンの
読者約 2 万人にウイルス（Hybris）感染ファイルが添付された電子メールが配信
された。読者から問題のメーリングリストの送信アドレスへの問合せが約 100 通
あり、これに別のウイルス（MTX.A）に感染したメールが含まれるなどしていた
ため、会員の間に 2 次的な混乱も発生した。出勤した担当者が同日午前 9 時半頃
ごろに管理者以外の投稿を不可能にする措置を取った。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（会員への感染ファイル付きメールの配信）
・ 機密性の喪失（投稿を行った会員のメールアドレスの露呈）
・ 信頼の喪失
（５） 要因
配信用アドレスを用いた投稿に利用者の制限がかけられていなかった。根本的
な問題は、配信用アドレスを利用すれば誰でも配信が行えた点にある。
近年のウイルスは受け取ったメールの送信元に対して（表面的な徴候を見せず
に）感染メールを自動的に返信する機能を持つ。このため、通常はメールを送ら
ないメールマガジンの配信用アドレスに感染メールが送られたと思われる。
（６） 対策の方向
H 社ではウイルスに関する問合せに応えるために WEB ページ等で説明を行い、
ウイルス対策ソフトの無償配布を行うなど、信頼回復に努めた。また、添付ファ
イル付きメールの配信の禁止、担当者を認証する機構の導入などを検討している。
ウイルスの種類こそ変わるものの、メーリングリストにおける同様の事件は現
在なお頻繁に被害が報告されている。
メールマガジン配信元のアドレスは配布先リストのメンバーに対して公開され
たものであるため、外部からメールが送付されてくる可能性がある。
対策としては、管理者以外がメンバーにメール配布を行えないように、投稿を
制限する設定を施すことが挙げられる。管理者の詐称を防止するため、送信時に
管理者の認証を行うべきである。
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1.41. 01-04.

複数の WEB サイトへの侵入およびページの改竄

（１） 日時
2001 年 2 月前後より
（２） 被害対象
日本企業サイトを含む多数の WEB サイト
（３） 概要
日本の WEB サイトへの侵入と改竄が多発した。 当初は日本ドメイン（*.jp）
をもつサイトの WEB サーバに対する順次（ドメイン名アルファベット順）攻撃の
様相が見られ、Windows NT/2000 Server 環境上で稼動する Microsoft 社製 WEB
サーバ IIS（Internet Information Server）を狙った攻撃と推察された。
その後、別の攻撃者（グループ）による攻撃も始められ、IIS に限らず、Apache、
Netscape Enterprise Server 等が稼動するサーバも標的とされた。ドメイン名の
順序やサイト規模の大小に関わらず攻撃は続けられている。
（４） 脅威の特性
・ 一貫性の喪失（不正なアクセス権の取得）
・ 機密性の喪失（データの奪取）
（５） 要因
既知の脆弱性に関する対策、サイトのセキュリティに関する適切な設定の不足。
（６） 対策の方向
攻撃手法には WEB サーバの脆弱性を突く攻撃手法が含まれるため、ファイアウ
ォールを構築するだけで侵入を防ぐことはできない。また、脆弱性やそれを修正
するプログラムに関する情報は日々更新されている。あるプログラムの一つの脆
弱性を修正しただけではセキュリティは達成できない。
ソフトウェアの既知の脆弱性を解消するための修正プログラムを適用すること、
攻撃の早期発見のための監視体制を整えること、攻撃発見時の対応を誤らないた
めに、事前にインシデント発生時の対応を検討しておくことなどが必要である。
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1.42. 01-05.

サービス妨害を用いた WEB 上での抗議行動

（１） 日時
2001 年 3 月 31 日
（２） 被害対象
文部省、新聞社等を含む複数の WEB サイト
（３） 概要
3 月 29 日に日本の複数サイトに対する攻撃声明文がインターネットサイトに掲
載されていることが判明した。このサイトでは対象サイトを運営する機関・団体
への抗議行動として 3 月 31 日に多数の人間が対象のサイトへ集中的にアクセスし、
負荷を上げてサーバを停止させることを呼びかけていた。予告された攻撃時刻（31
日の 9:00、12:00、15:00、18：00、21:00）には、攻撃対象にあげられたサイトの
多くが接続困難な状態となった。
（４） 脅威の特性
・ 可用性の喪失（サービスの妨害）
（５） 要因
ネットワークの特性上、過度のアクセスの集中によるサービスの低下は不可避
である。
（６） 対策の方向
このような行動の対象に挙げられたサイトの管理者は、事前に対応策等の準備
を整え、監視体制を確保する必要がある。
膨大な数の発信元からの同時アクセス要求と言う単純な方法でのサービス妨害
であるため、この攻撃手法の影響を回避することは難しい。呼びかけに同調する
人数が少なければ危険度は低いが、管理者は慎重な準備と注意が必要である。こ
の攻撃に便乗して、より悪意ある攻撃者が別手法でのサービス妨害攻撃や、他の
不正なアクセス行為が行われ深刻な被害を受けることも予想される。
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2. 付録２

用語集
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2.1. ＜脅威と対策＞
用語

解説

DMZ （De Miritalized Zone）

境界ネットワークとも呼ばれる。保護されるべきネットワークと外部のネットワー
クとの間にセキュリティ強化のために作るネットワーク。
ある脆弱性に対する攻撃あるいは検証を行うために書かれ、公開されたプログ
ラム。攻略法。
あらかじめ定めたサービス対象者に影響を及ぼすインシデントへの対応を支援
し、関係者間の調整を行う組織。正確なインシデント情報の迅速な収集、傾向
分析、再発防止対策への協力が期待される。
コンピュータやネットワークのセキュリティを危うくする出来事。脅威。攻撃が成
功に終わった事例だけでなく攻撃が未遂に終わった場合を含むことも多い。

Exploit
IRT（Incident Response Team）

インシデント(Incident)

クラッカー

インターネットに接続されたコンピュータへの不正アクセス、破壊、攻撃を行う
者。

サ ー ビ ス 妨 害 攻 撃 （ Denial of 遠隔地の計算機から不正な命令や情報、あるいは大量のデータを送りつけて
Service Attack, DoS Attack）
マシンの負荷を高める等して、サービスを停止あるいは麻痺させる攻撃。不正
アクセス手法のひとつ。
サイバーテロ
インターネット等のコンピュータネットワーク上で行われる破壊活動。政府や重
要インフラのコンピュータシステムに対して不正なアクセスを試み、システムの
破壊や停止を通じて社会機能に打撃を与えることを狙った行為。とりわけ被害
が深刻かつ悪質であり、社会的な影響が大きな場合を指す。標的システムとし
ては国防、治安、ライフライン、航空管制等に関するシステムが考えられ、手法
としては重要情報の破壊や改竄、機密情報の漏洩、重要なサービス・機器・回
線の停止等を挙げることができる。
スパムメール(Spam Mail)
不特定多数のユーザに対して送りつけられる電子メール。典型的なスパムの
送信は広告が目的であり、送信元アドレスを隠しサーバの処理能力を盗用する
ために、設定が甘い無関係な第三者のメールサーバの中継機能が用いられ、
送信元アドレスが改竄詐称される。
スプーフィング(Spoofing)
IP アドレスやメールアドレスの詐称（なりすまし）を指す。IP アドレスのスプーフィ
ングは高度な技術が必要とされる。メールアドレスのスプーフィングは比較的簡
単に可能なため、スパムメールの配信時に悪用され問題となっている。
脆弱性(Vulnerability)
システムのデザイン、実装、運用や管理における欠陥あるいは弱点。システム
のセキュリティポリシーを侵害するために攻略される。ソフトウェアのバグやプロ
グラミングのミス、不備な設定などが含まれる。
セキュリティポリシー
組織内のセキュリティに関する基本方針や行動指針。具体的運用法や機器の
詳細な設定を含める場合もある。組織の各員についてアクセス権を定め、情
報・システムの目的外利用、機密漏洩、不正アクセス等を防止する。責任の所
在、判断基準、実施対策が明確になり、セキュリティ意識を向上させる効果が
期待できる。組織やシステム毎に異なる。また、組織とシステムは常に変化す
るため、実効性を持たせるためには随時更新する必要がある。
電子メールの不正中継
第三者からのメールを中継可能な設定が施されたメールサーバの処理能力を
無断借用する行為を指す。スパムの発信のために差出人を偽造したメールを
中継させる場合が多い。
トロイの木馬
見かけとは異なる動作をするプログラムのこと。システムへの裏口、パスワード
等の盗聴、DDoS 攻撃のクライアント等の不正な機能を持つ。有用なプログラム
を装っていることも多く、電子メール、WEB からのダウンロード等の経路で標的
マシンに入り込む。対策上ワームやウイルスと同様に取り扱われる。
パッチ、修正プログラム
プログラムの不備を修正するプログラムのこと。プログラムのセキュリティ上の
欠陥は侵入を受ける糸口などになるため、管理者は常に情報を集め、できるだ
け素早く修正を施す必要がある。修正プログラムはベンダより提供される信頼
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用語

解説
のあるものを使うことが望ましい。

バッファオーバフロー / バッファ プログラム中で入力データのサイズをチェックせずにメモリに格納してしまうた
オーバラン
めに発生するバグ。バッファを溢れたデータがメモリ上を上書きする。これを利
用して、攻撃者は任意のプログラムを実行可能な場合がある。ファイアウォー
ルがパケットを通してしまうサービスプログラムにバッファオーバフローに関す
る脆弱性がある場合はセキュリティ上の深刻な問題となる。
ファイアウォール
複数のコンピュータネットワークの境界部分に設け、ネットワーク間のアクセス
を制限するコンポーネントあるいはコンポーネントの集合。インターネットからの
不正なアクセスより LAN を保護するために設けられる。
プロキシサーバ
LAN からインターネットに接続する際に、LAN とインターネットの接続点に設置
するパケット中継機能を持つサーバ。ブラウザなどからのアクセスをプロキシサ
ーバがインターネットに中継する。本来はセキュリティ確保やアクセスの高速化
のために利用されるが、外部の第三者による利用が可能な設定になっていると
アクセス元の隠蔽に利用される恐れがある。
分 散 型 サ ー ビ ス 妨 害 攻 撃 複数の送信元が協調して仕掛ける DoS 攻撃。攻撃者は多数のマシンに仕掛け
(Distributed Denial of Service たトロイの木馬型プログラムにリモートから指令を出して同時攻撃を行わせる。
Attack, DDoS Attack)
膨大なトラフィックにより攻撃対象のホストでのサービスが利用困難な状態に陥
る。これらのトロイの木馬型プログラムを発見・駆除するソフトウェアは各セキュ
リティベンダより提供されている。
ポートスキャン
ネットワーク上に公開されたサーバのポートやアドレスに順次アクセスを行う行
為。セキュリティホールを効率的に探索し指摘することが可能。ポートスキャナ
は侵入の準備行為として攻撃者に用いられるが、管理者が自らのシステムを
診断する支援ツールとしても使用できる。
ポリシーサーバ
システム管理者が登録した運用ポリシーが、ネットワーク上の各機器の設定に
自動的に反映される仕組み。ネットワーク上の QoS（サービス品質）確保や、セ
キュリティ運用・管理に必要な設定が簡素化される。対象の機器はルータ、LAN
スイッチ、LAN ボードなどである。
マクロウイルス
ワープロや表計算ソフト等のアプリケーションで実行可能なマクロ言語プログラ
ムで書かれたウイルス。95 年秋から感染を知られるようになった。電子メール
に添付されたファイルを不用意に開いて感染する例が多い。
マルウェア(Malware)
「悪意あるソフトウェア」の意味。昨今のウイルス/ワーム/トロイの木馬の境界
上に位置するような不正なプログラム群を指す。従来の分類区分に当てはめる
ことが困難である。ユーザアプリケーションの高度な機能（実行可能なスクリプ
ト等）や脆弱性を利用し、巧みに対象マシンに取りつき、潜伏し、増殖し、悪意
ある機能の実行を行う。マルウェアは短期間で見かけだけでなく機能も頻繁に
更新される傾向がみられる。ツールから作成されるものや、機能の拡張性を持
つもの、マルチプラットフォーム性を有するものもある。
メールボム
特定のユーザやメールサーバに対する嫌がらせ行為。送信元を隠して大量の
メールを送りつける手法と、被害を与えたいユーザになりすましてスパム等をば
ら撒いて苦情のメールを殺到させる手法がある。
ワーム
対象のマシンの通信機能を用いてネットワークを介して自己増殖する機能を持
つプログラム。
ワクチン

ウイルス対策ソフトウェアのこと。コンピュータウイルスへの感染を検査し、駆除
する機能を持つ。

要塞ホスト(Bastion Host)

インターネットに接続されるホストや、内部ネットワークでユーザがアクセスする
中心的なホスト。高度なセキュリティ対策を施され厳重に守られている。
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2.2. ＜法制度＞
用語

解説

キーリカバリ

安全保障上の理由から政府による暗号文の復号化を可能にするための仕組
み。政府は法的手段を経て暗号鍵を強制的に入手できる。
ネットワークシステムへの不正なアクセスを禁止する法律。正式名は「不正アク
セス行為の禁止等に関する法律」。1999 年 8 月に成立、2000 年 2 月より施行さ
れた。ID/パスワードの無断使用、セキュリティホールの攻撃による侵入行為、
等を禁止し処罰を規定する他、他人の ID/パスワードを第三者に提供する等の
不正アクセス行為を助長する行為が処罰対象に含まれている。

不正アクセス禁止法

2.3. ＜評価基準と標準化＞
用語

解説

AES
(Advanced
Standard)

Encryption DES に代わる米国の次世代標準暗号アルゴリズム。1997 年より NIST のもとで
選定計画が開始され、世界中から公募で集めた候補から 5 つのアルゴリズム
が詳細評価の対象とされた。オープンな場で徹底した評価検討が行われ、2000
年 10 月に Rijndael が AES として選出された。
CC （Common Criteria）
製品やシステムに関する情報セキュリティ技術評価を客観的に行うための基
準。80 年代から 90 年代の欧米の評価基準を基とし、1999 年 ISO において
ISO/IEC15408 として国際標準化された。日本においては 2000 年 7 月に JIS
X5070 として JIS 化された。
CRYPTREC
暗号技術評価委員会。暗号技術の評価推進のために、経済産業省および総
務省の委託を受けた暗号専門家で組織される。主な目的は、2003 年度を目処
にインフラが構築される電子政府に向けたセキュリティの共通基盤を確保する
ために、公募を通じて暗号技術を技術的・専門的見地から評価し、電子政府シ
ステムに適用可能な暗号技術をリストアップすることにある。
GMITS
ISO/IEC TR 13335。情報セキュリティ管理指針。組織のセキュリティポリシーを
階層化して整理し策定を容易にすることに重点が置かれている。
IPsec (Security Architecture for IP にセキュリティ機能を付加する枠組み。IETF において標準化作業が進められ
Internet Protocol)
ている。認証ヘッダ(AH: Authentication Header)、IP パケットの暗号化(ESP:
Encapsulating Security Payload)、鍵交換プロトコルが。RFC1825〜1829 で定義
されている。
IPv6
次世代のインターネットプロトコル(IP)。主な目標は、128 ビットの IP アドレスによ
るアドレス空間の拡張（現在広く利用されている IPv4 では 32 ビット）、ルーティ
ング負荷の軽減（先頭の数ビットで地域や事業者を特定可能とする）である。こ
の他にも、セキュリティ強化機能、ネットワークの自動設定機能などが追加され
ている。技術仕様は 98 年 12 月に RFC2460 に示されている
ISO17799
2000 年 12 月に ISO（国際標準化機構）によりガイドラインとして発行された情報
セキュリティマネジメント規格。英国の運用管理規格であった BS7799 のパート 1
部分（セキュリティ遵守のガイドライン）が国際的な議論の結果認定されたもの
である。BS7799 パート 2 部分に含まれる具体的な運用例や必要条件について
は現在も ISO で議論が続けられている。
PKI (Public Key Infrastructure) 公開鍵暗号方式を利用したセキュリティ実現のための情報基盤を指す。公開鍵
ペアの生成、公開鍵証明書の発行と管理、公開鍵証明書に基づいた署名・守
秘・相互認証を実現する。
SET （ Secure
Electronic インターネット上で安全なクレジットカード決済を実現するプロトコル仕様。カ
Transaction）
ード所有者・商店・金融機関の認証、支払データに関するプライバシ保護、支払
データの内容保証のためにデータフォーマットとプロトコルを規定する。米 Visa
International 社、米 Master Card International 社などの大手クレジットカード会
社のほか、米 Microsoft 社、米 Netscape Communications 社、米 IBM 社等が共
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同で標準化をすすめ、97 年 5 月に正式版を策定した。現在は SET Secure
Electronic Transaction LLC（SETCo）社が管理、運営している。SET ではクレジ
ットカード番号などの決済情報は金融機関だけに伝えられる。販売店側は商品
の注文情報等の必要な情報のみが伝えられるのでカード番号を知ることができ
ない。カードの悪用を防ぐ効果が期待できる。また、ユーザの公開鍵証明書を
組み込んだ PC からのみ決済可能であるため、他人のカードを使ったなりすまし
による購入も防止される。
公開鍵証明書
公開鍵が正しいものであることを示すデータ。公開鍵、公開鍵と証明書の所有
者の名前、証明書を発行した機関の名前、有効期間、シリアルナンバーからな
り、これらの全てに認証機関によるディジタル署名が施されている。ITU-T
X.509 にて標準化され、ISO および IETF RFC2459 においても、X.509 を踏襲した
フォーマットが示されている。これに加え RFC2585 では FTP および HTTP によ
る証明書と CRL の発行プロトコルが、RFC2560 では証明書の有効性確認に関
するプロトコルが規定されている。
証 明 書 失 効 者 リ ス ト (Certificate 無効にされた公開鍵証明書に関する情報を示すデータ。発行者の名前、CRL
Revocation List, CRL)
の発行時刻、次回の発行予定時刻、無効となった証明書のシリアルナンバー
のリスト、各証明書が無効とされる時間とその理由が記載され、これらに発行
者によるディジタル署名が施されている。X.509、ISO9594、RFC2459 でフォーマ
ットが規定されている。RFC2585 には FTP および HTTP による失効リストの発
行プロトコルが規定されている。
認証機関(Certification Authority, PKI において公開鍵証明書および CRL（証明書失効リスト）の発行と管理を行う
CA)
機能。公開鍵を利用した認証を実現する上で最も重要な役割を果たす 。
RFC2527 にポリシーと業務フレームワークが規定されている。

2.4. ＜セキュリティ技術＞
用語

解説

DES (Data Encryption Standard) 米国政府が 1977 年に標準暗号として認定した共通鍵暗号アルゴリズム。鍵は
56 ビットの固定長で 64 ビットのブロック単位で暗号化を行う。当時としては十分
に安全性を検証し実用に耐え得るとされ、商用レベルの暗号では初めてアルゴ
リズムが完全に公開された。
RSA
広く使われている公開鍵暗号アルゴリズム。安全性は大きな桁数を持つ数を素
因数分解することの難しさに基づいている。2000 年 9 月に特許が切れ、その直
前にパブリックドメイン化された。
SSH (Secure Shell)
ネットワークを経由した安全なリモートログインを実現するソフトウェア。インター
ネット上を送受されるデータやコマンドが全て暗号化される。サーバ/クライアン
ト間の認証をより強固なものにできる。
SSL (Secure Sockets Layer)
HTTP にセキュリティ機能を組み込むために米 Netscape Communications 社が
開発したセキュプロトコル。クライアント/サーバ間で相互認証と通信の暗号化
を行う。傍受、干渉、メッセージ偽造に煩わされること無く通信できる。WEB の暗
号化通信技術としては事実上の標準であり電子商取引において安全性を高め
るために利用される。
鍵管理
暗号鍵を安全に運用しやすい形で取り扱うための技術。鍵の生成/配送/保管
が含まれる。単に鍵管理と言う場合には公開鍵の管理方法を定める方式を指
すことが多い。
鍵配送
秘密鍵を安全でない通信路を用いて安全に共有するための技術。公開鍵を利
用して情報を共有する方式以外に、共通鍵暗号を利用した Kerberos 方式、当
事者どうしの公開情報の交換により共通の秘密鍵を生成する Diffie-Hellman 方
式、当事者の ID と事前配布した情報に基づいて鍵を生成する方式等がある。
擬似乱数
秘密鍵には容易に推測されないために乱数を用いるが、真の乱数を発生させ
るためには手間を要するため、擬似乱数が用いられる。送信者と受信者は適
当な長さの種を共有し、擬似乱数系列を決定的なアルゴリズムに基づいて生
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成する。暗号で用いられる擬似乱数には統計的な性質の他、特に予測が困難
である性質が求められる。
共通鍵暗号方式
暗号化と復号に同一の鍵を用いる暗号方式。処理の内容は基本的には文字
の順序の入れ換え（転置）と文字の置き換え（換字）からなる。慣用暗号方式、
対称暗号方式とも呼ばれる。
公開鍵暗号方式
暗号化鍵と復号鍵に異なる鍵を用いる暗号方式。ディジタル署名を容易に実現
することができる。
コンテンツフィルタリング
あるポリシーに基づいてコンテンツの内容を判定し通過あるいは遮断するフィ
ルタ。一般には従業員や児童の WEB ページ視聴に関して企業や学校が制御を
行うために利用する WEB コンテンツフィルタリングを指す。コンテンツの示す内
容を機械認識することは技術的に実現困難であるため、特定のキーワードをリ
ストアップした辞書をテキストに対して用いて内容を類推する手法や、事前登録
された URL を持つサイトへの閲覧の制限などの手法が取られる。
侵 入 検 知 シ ス テ ム (Intrusion システムに対するネットワークからの侵入をリアルタイムに検知するソフトウェ
Detection System, IDS)
アあるいはシステムのこと。システムを監視し、セキュリティポリシーを侵害する
行為を検出した際には、可能な限り早く管理者に警告し、アクセスの遮断等の
処置を施す。また、調査分析作業に必要な情報を保存・提供する。
ストリーム暗号
共通鍵暗号方式のうち、鍵となる乱数系列をメッセージに XOR して内容をかく
乱する暗号方式。乱数系列を送信側と受信側で共有する必要があるが、実用
的には双方で擬似乱数系列を生成して用いる。このため強度は擬似乱数系列
の暗号学的な安全性に依存する。実装上は数ビット程度の小さな処理単位で
逐次処理を行い、高速化が容易なため、動画像や音声の処理に適する。
スマートカード
IC チップを埋め込んだカード。公開鍵暗号を使ったユーザ認証に用いるなら
ば、カード内にユーザの秘密鍵と公開鍵証明書を記憶させ、アクセス時にカー
ドに対するチェックを行う。
耐タンパー性
ハードウェアやソフトウェアについて、不正な解析や改竄が困難であるような性
質。より詳しくは、外部に情報を読み出せない、改竄が行えない、覗き見や改竄
を受けた場合にそれを検知できる、といった性質を指す。
楕 円 曲 線 暗 号 (Elliptic Curve 公開鍵暗号方式。安全性は数学の「楕円曲線上の離散対数問題」に基づく。
Cryptosystem)
RSA に比べ短い長さの鍵で同程度の暗号強度を実現でき、計算力の低い IC カ
ードやチップでの利用に向くとされ、近年は製品化も進んでいる。
ディジタル署名(Digital Signature) 一般には公開鍵暗号技術を用いてデータの正当性を証明する技術、あるいは
そのための署名データそのものを指す。署名データは、対象のデータのハッシ
ュ値に対して署名者の署名鍵で暗号化を行って、生成する。検証は検証者が
対象のデータから得たハッシュ値と署名者の検証鍵で署名データを復号して得
た値を比較して行う。狭義には PKI に基づく電子署名を指し示す。
電子透かし(Digital Watermarking) データにユーザが判別し難い形で情報を埋め込む技術。一般に著作権や利用
許諾に関する情報が埋め込まれる。不正な複製や流用・改変からデータを保護
するために用いられる。フィルタや切り出しといった画像の加工を受けても取り
除かれ難いような性質が求められる。
バイオメトリクス(Biometrics, 生体 指紋や声などの生体情報や、手書きサインなどの行動様式で、個人を識別す
的特徴)
る技術。
パケットフィルタリング

ハッシュ関数

ブラインド署名

ネットワークのあるポイント（通常はインターネットと内部ネットワークの間のル
ーティング時）で流れるパケットの通過を許可あるいは禁止すること。IP アドレス
情報や宛先のポートにより通過の可否を制御するルールを定める必要があ
る。
任意の入力から、ある定められた範囲の出力を生成する関数。ハッシュ関数は
一方向性関数であり、出力から入力を推測することが非常に困難である。改竄
の検知のためのダイジェスト値の生成や、高速な検索のためのインデックスの
生成に用いられる。
電子現金（e-キャッシュ）の利用者の匿名性を確保するための暗号技術。署名
者に対して電子的な文書の内容を秘密にしつつ、署名を施してもらうことが可
能となる。

III-50

用語

解説

ブロック暗号

共通鍵方式の暗号のうち、特にメッセージを一定長のブロック毎に処理する暗
号方式。

メッセージダイジェスト

元のメッセージに対して演算処理を行って、元のメッセージの特徴を表す小さな
データ列を生成する（縮約する）技術。任意長のデータを元に、64 ビットや 128
ビットの固定長データを生成することが多い。データの比較を高速に行うことが
できるため、データの改竄検出や署名の検査等に用いられる。相対的に短い
固定ビット長データに縮約するため、元メッセージが異なる場合に同じデータが
生成される可能性はあるが、実用上は問題無い程度の確率である。
単一の光子や電子のような量子の性質を用いた暗号技術。媒体である量子の
状態を変えずに盗聴することが原理的に不可能なことを利用し、安全な鍵配送
（ビット列の共有）を実現する。

量子暗号
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3. 付録３

情報セキュリティ関連機関一覧

3.1. ＜中央省庁＞
☆ 首相官邸 高度情報社会推進本部情報セキュリティ対策のページ
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/index.html
☆ 経済産業省 情報セキュリティ政策：
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html
☆ 総務省 政府認証基盤（GPKI）
（行政管理局）：
http://www.gpki.go.jp/

3.2. ＜独立行政法人＞
☆産業技術総合研究所 SecureIT
http://securit.etl.go.jp/
☆製品評価技術基盤機構
http://www.nite.go.jp/
☆ 通信総合研究所 非常時通信グループ 不正アクセス関連情報
http://www2.crl.go.jp/jt/a114/incident_top.html

3.3. ＜特別認可法人＞
☆ 情報処理振興事業協会(IPA) セキュリティセンター(ISEC)：
http://www.ipa.go.jp/security/
☆ 通信放送機構(TAO)：

http://www.shiba.tao.go.jp/

3.4. ＜財団法人＞
☆ (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC) 情報セキュリティ対策室：
http://www.jipdec.or.jp/security/security.htm
☆ (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC) ISMS 適合性評価制度
http://isms.jipdec.or.jp/
☆ (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC) 電子商取引推進センター：
http://www.ecom.jp/ecpc/
☆ (財)ニューメディア開発協会：
http://www.nmda.or.jp/
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☆ (財)インターネット協会：
http://www.iajapan.org/
☆ (財)安全保障貿易情報センター：
http://www.cistec.or.jp/

3.5. ＜標準化／学会＞
☆ (財)日本規格協会(JSA) 情報技術標準化研究センター(INSTAC)：
http://www.jsa.or.jp/INSTAC/
☆ 情報処理学会 情報規格調査会：
http://www.itscj.ipsj.or.jp/
☆ 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 (CSEC)：
http://www.sdl.hitachi.co.jp/csec/
☆ (社)電信電話技術委員会(TTC)：
http://www.ttc.or.jp/
☆ 電子情報通信学会(IEICE) 情報セキュリティ研究会 (ISEC)：
http://www.ieice.org/ess/jpn/tg/ISEC/index.html
☆ 日本セキュリティ・マネジメント学会(JSSM)：
http://www.jssm.net/

3.6. ＜その他団体（社団法人／民間団体）＞
☆ (社)電子情報技術産業協会(JEITA) IT セキュリティセンター(ITSC)：
http://it.jeita.or.jp/infosys/itsc/index.htm
☆ (社)情報サービス産業協会(JISA) 安全対策情報ネットワーク：
http://www.jisa.or.jp/committee/safetyguard/index-j.html
☆ 電子商取引安全技術研究組合(ECSEC)：
http://www.ecsec.org/
☆ 電子商取引推進協議会(ECOM)：
http://www.ecom.or.jp/home/main.html
☆ 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)：
http://www.jnsa.org/
☆ コンピュータ緊急対応センター(JPCERT/CC)：
http://www.jpcert.or.jp/

3.7. ＜米国政府系組織＞
☆ CIAC (Computer Incident Advisery Center)：
http://www.ciac.org/ciac/
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☆ CIAO (Critical Infrastructure Assurance Office)：
http://www.ciao.gov/
☆ CYBERCRIME：
http://www.cybercrime.gov/
☆ FedCIRC (The Federal Computer Incident Response Center)：
http://www.fedcirc.gov/
☆ GAO：
http://www.gao.gov/
☆ NIPC：
http://www.nipc.gov/
☆

Computer Security Division of NIST (The National Institute of Standards and

Technology)：
http://www.itl.nist.gov/div893/
☆ NSA (The National Security Agency)：
http://www.nsa.gov:8080/

3.8. ＜オーストラリア政府系組織＞
☆ DSD (The Defence Signals Directorate)'s Infosec Group：
http://www.dsd.gov.au/infosec/

3.9. ＜カナダ政府系組織＞
☆ CSE (The Communication Security Establishment)
http://www.cse.dnd.ca/cse/english/home_1.html

3.10. ＜ドイツ政府系組織＞
☆ BSI (GISA: The German Information Security Agency)
http://www.bsi.de/

3.11. ＜フランス政府系組織＞
☆ SCSSI
http://www.scssi.gouv.fr/

3.12. ＜英国政府系組織＞
☆ CESG (The Communications‑Electronics Security Group )：
http://www.cesg.gov.uk/
☆ DERA‑SEC：
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http://www.dera.gov.uk/html/it/information_technology_index.htm

3.13. ＜インターネットセキュリティ＞
☆ CERIAS (The Center for Education and Research in Information Assurance and Security)
http://www.cerias.purdue.edu/
☆ CERT/CC：
http://www.cert.org/
☆ FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)：
http://www.first.org/
☆ NIST CSRC (Computer Security Resource Center)：
http://csrc.nist.gov/
☆ SANS (System Administration, Networking, and Security)：
http://www.sans.org/
☆ WW/ISAC (Worldwide Information Sharing and Analysis Center) ：
http://www.wwisac.com/
☆ IETF (Internet Engineering Task Force)：
http://www.ietf.org/

3.14. ＜学会（国外）＞
☆ IACR (International Association for Cryptologic Research)：
http://www.iacr.org/

3.15. ＜脆弱性データベース等＞
☆ ICAT Search Engine：
http://icat.nist.gov/
☆ CVE （Common Vulnerabilities and Exposures）：
http://cve.mitre.org/
☆ SecurityFocus (Bugtraq)：
http://www.securityfocus.com/
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情報処理振興事業協会
セキュリティセンター
禁無断転載
本報告書は、公募により採択された株式会社三菱総合研究所に委託
して実施した調査の結果をまとめたものである。
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