






本書のサポートサイト
本書に関する追加情報等について提供します。
https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839956486.html

・ 本書に記載された内容は情報の提供のみを目的としています。本書の制作にあたっては正確な記述に努めましたが、著者・
出版社のいずれも本書の内容について何らかの保証をするものではなく、内容に関するいかなる運用結果についてもいっさ
いの責任を負いません。本書を用いての運用はすべて個人の責任と判断において行ってください。

・ 本書に記載の記事、製品名、URL等は2015年8月現在のものです。これらは変更される可能性がありますのであらかじめご
了承ください。

・ 本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。本文中では©、®、™ 等の表示は省略
しています。

Photo:  Hedgehog with apple, isolated on white 
Africa Studio/Shutterstock



3

はじめに

はじめに

本書をお手にとって頂きありがとうございます。
本書は「CTF」という情報セキュリティの技術力を競う競技を通して、情報セキュリ

ティ技術を初歩から説明する書籍となっています。このところ、ニュースの記事に「情
報流出」や「ウイルス」そして「サイバー攻撃」という単語が登場し、何かと情報セキ
ュリティというものが注目される時代となりました。
皆さんは「脆弱性」とか「攻撃」という言葉に対してどのような印象を持ちますでし

ょうか。「怖い」とか「得体の知れない恐怖」という印象もあるかと思います。
一般にそれら脅威から守る技術を「情報セキュリティ技術」といいますが、その指し

示す範囲はとても広く、すべてを理解しようとすれば情報工学の知識はもちろん、心理
学・数学など様々な知識が必要となります。本書では「情報セキュリティ」のうちソフ
トウェア（コンピュータプログラム）の範疇において、「Webアプリケーション」「ネッ
トワーク（通信）」「バイナリ（アプリケーションソフトウェア・データファイル）」のそ
れぞれの分野において主に「解析」と「攻撃」に対象を絞り、セキュリティ技術者や攻
撃者の「ツール」や「目線」について説明しています。

CTFに参加してみたいと考えているかたはもちろん、昨今の情報セキュリティに関す
るニュースを少し違った視点から見てみたいというかた、そして研究や趣味で情報セキ
ュリティの勉強がしたいというかたにとって興味深い一冊となることでしょう。
本書を通して情報技術やCTFに興味を持って頂き、CTFで得点を取れる人や安全な情報
システムを作り上げられる人、そして願わくば、情報システムの細かい部分に興味を持っ
て頂き「高度な知識・技術を持ったハッカー」のようなかたが生まれ、世の中を「安全
に」かつ「楽しく」していくことにこの本が少しでもいい影響を与えられたならば、作
者の一人としてとても嬉しく思います。

謝辞

CTF for ビギナーズという活動を開始し2年目となりますが、ここまで続けられるのも
大変多くの皆様のご支援ご協力があってこそ成しえたものです。まずSECCONやCTF for 

Girlsという取り組みがなければ、CTF for ビギナーズという活動がまず存在しなかったこ
とでしょう。そしてマイナビ出版の山口様に対しましては、当方の筆の遅さから多大な
る迷惑をおかけしてしまいましたが、温かく見守ってくださるとともに、常に的確な指
示をくださいました。皆様本当にありがとうございました。
最後に。
CTF for ビギナーズの仲間と各地の開催の際に協力していただいた皆さん、そしてCTF

チームとして一緒に協力してくれた仲間に深く感謝いたします。

 2015年9月　CTF for ビギナーズ代表　三村聡志
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0.1 

CTFとは

0.1.1 CTFって何？

本書をお手にとっていただきありがとうございます。
本書とCTFを通して、読者の皆様が少しでも情報技術、また情報セキュリティ技術に

興味を持っていただけたら幸いです。
さて、本書でのテーマとなっている "CTF"ですが "Capture The Flag" の頭文字を取っ
た物で、日本語では「旗取り合戦」とも訳されます。
イメージとしては、運動会の「飴食い競争」やプールでの「宝探し」を想像していた

だくとわかりやすいかと思います。
競技の内容について一言で説明しますと、「情報技術に関する問題に対して適切な形で

対処し、それに応じて得られた得点で勝敗を決める」という内容になります。
もう少し詳しく説明しますと、出題されたクイズに対してその答えを送るという単純

なものから、与えられたソフトウェアやウェブシステムに対しての脆弱性を探して、本
来は閲覧できない場所にある情報を読み出してくることや、膨大な大きさのデータの中
から要求された情報を探し出すという物まで、その内容は多岐にわたります。
最近ですと、その競技風景がニュース番組で取り上げられることも多くなっているた

め、一心不乱にコンピュータに向かって何か作業をしたり、チームで問題に取り組む姿
をご覧になった方も多いかと思います。

0.1.2 CTFで出題される問題

まずCTFの説明に際して出題される問題のイメージをつかんでいただくために、簡単
な例題を皆さんに解いていただきたいと思います。
問題の例として次のような文章を作りました。これが何を意味しているか分かります

でしょうか？
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0.1　CTFとは

IZL LUX HKMOTTKXY.

分からない場合は、文を読むのではなく、この文章の特徴を見てみると良いかと思い
ます。
まず見て分かることとしては、すべて大文字であること。そしてすべての文字がアル

ファベットであり、適宜スペースが入っていることなど。他にも多くの特徴が見つかる
かもしれません。
何が書かれているか分かりましたでしょうか。答えは

CTF FOR BEGINNERS.

となります。

この問題は本の文章のアルファベットを特定の文字数分ずらした文章となっており、今
回の例では7文字分、つまり AはG、BはH、Cは I というようにずらしています。

Caesar

元の文章に戻すためには、7文字分逆方向にずらす操作を行えば元の文字が出てくる
ということが想像できるかと思います。
またこの暗号方式はよく知られた暗号方式で「カエサル（シーザー）暗号」と呼ばれ

るものになります。
CTFでは得点となる答えの文字列のことを「フラグ（Flag）」と呼び、これを得ること
で得点となるのが基本です。

実際の競技においてこのような簡単な暗号が出題されるということはあまりありませ
んが、より難しい難易度の暗号の問題が出題されることはよくあり、その場合はこのよ
うにいろいろな特徴を見つけて解いていくことになります。

CTFでは上記に挙げた暗号以外にもプロセッサに関する知識やネットワーク、Webと
様々な知識を用いる問題が多く出題されます。
今これらの問題が分からなかったとしても問題ありません。本書と一緒に、焦らずに

一歩ずつ学習していきましょう。

IZL LUX HKMOTTKXY.

CTF FOR BEGINNERS.
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0.1.3 CTFの競技形式

CTFの競技形式には大きく分けて 攻防戦型 と 問題出題型 の２つがあります。これを
英語では前者を Attack-Defence 後者をJeopardyと呼んでいます。

問題出題型

問題出題型は、用意された問題を解いて得点を得る形式です。出題形式は統一されて
いるわけではありませんが、一般的には「ジャンル」と「得点」が設定されており、参
加者がその中から自由に問題を選択して解くという形になります。先述いたしましたが、
英語では Jeopardyというクイズ番組と似ているというところから Jeopardy形式と呼ば
れています。日本ではその番組と同じ形式を取ったもので「クイズグランプリ」という
番組がありましたが、その形式であると言えばおわかりいただける方もいるのではない
でしょうか。
解く問題は様々な形式で渡されますが、一般的には問題をダウンロードして解くとい

う形になります。
この競技方法では後述する攻防戦型と比べて簡単で、自分のペースで取り組めるとい

う点から取り組みやすいのではないでしょうか。

攻防戦型

攻防戦型では、その名の通り「攻撃」と「防御」を行います。具体的には同一のサー
バやネットワーク環境が各チームに割り当てられ、各チームは与えられたシステムに存
在する脆弱性や問題について攻防を行います。この形式が行われているCTFとしてはDEF 

CON CTFの本戦が有名でしょう。また国内でもSECCON CTFの本戦においてこの形式で
の競技が行われています。
筆者が以前参加したHITB（マレーシア）での例で説明をすると、各チームごとに1台の
コンピュータが割り当てられており、その上で仮想マシンとして動作するUbuntu Linux

の上でいくつかのサービスが稼働していました。得点はこのサービスが正常に稼働してい
るかということと、そのサービスの脆弱性を突いて他のチームにあるフラグを取得する
ことが得点となっていました。競技中はサービスに対してどこに脆弱性があるのか、ど
のようにすればそれを悪用して攻撃できるのかを検討し、自分のシステムに対して対策
を行った上で他チームを攻撃して得点を得ることを行いました。

この競技方法では実際に脆弱性を見つけて攻撃を行うというところまで行いますので、
敷居は若干高いものになりますが、問題出題型のCTFに慣れてきましたら是非とも参加
してみる事をおすすめします。
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0.2 

CTFへの参加

0.2.1 CTFを探そう

CTFに参加するにあたっては、まずCTFを見つけるというところから始まります。世
界各地で開催されるCTFの情報は、その情報がまとまったウェブサイトを見るといいで
しょう。有名なサイトでCTF Time（http://ctftime.org/）というサイトがあります。

CTFTIME

ページ下部に "Upcomming events" と書かれた近々に開催されるCTFの情報の一覧が
あります。
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CTFTIME UPCOMING

初めて参加するのであれば、場所がOnlineとなっている Jeopardy形式のものに参加し
てみるといいでしょう。

CTFTIME UPCOMING FORMAT

CTFTIME UPCOMING FORMAT
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0.2　CTFへの参加

またSECCON CTF（http://www.seccon.jp/）の予選に参加できる場合にはそちらに参
加してみるのもおすすめです。

SECCON

0.2.2 CTFに参加しよう

参加できそうなCTFを見つけたら、登録をしてみましょう。
オンライン開催の問題出題型CTFであれば問題がほとんど解けないような方も登録し
ていることが多く、また登録して参加しなくても問題ありませんので、最初のうちはCTF

の雰囲気を感じるという気持ちで気軽に参加してみましょう。

0.2.3 終わった後はWriteupを読もう

CTF が終了した後は、「CTFの名前」と「Writeup」というキーワードで検索を行って
みましょう。問題の解法がいくつか見つかるかと思います。

競技終了後には各チームが解けた問題の解法を公開することは通例となっており解け
た問題については解法を自分のブログ等にまとめ、それ以外の問題については他のチー
ムの解法を見ながら再度チャレンジをしてみましょう。
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0.3 

気をつけること

CTFの参加にあたっては次の点を気をつけるようにしてください。

 •競技のルールはどうか
 •競技に使用するサーバ、攻撃可能なサーバのアドレスはどこか
 •IRCや競技ウェブサイトで新しい情報が出ていないか

確認を怠った場合、ゲームを解く上でのヒントがえられずに不利になるだけではなく、
場合によってはルール違反によりペナルティを課される可能性があります。

また、CTFによっては Amazon Web Services（AWS）や Microsoft Azure 等のクラウ
ド環境を使用して構築しているものも少なからず存在し、問題を解くためのヒントとし
てネットワークスキャンを実施した場合、その手法によっては後述する「不正アクセス」
として処理される可能性も考えられます。

競技中は情報収集を怠らず、ルールや法律を守った上で楽しく参加しましょう。
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0.4
法律面

0.4.1 不正アクセスとは

先ほど0.3節の末で触れた「不正アクセス」ですが、法律では実際どの様に定義されて
いるのでしょうか。日本法では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」において定
義されており、そのうちの第二条の第二項と第四項において次のように述べられていま
す。

第二条第二項

この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについ
て当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者（以下「利用権者」という。）
及び当該アクセス管理者（以下この項において「利用権者等」という。）に、当該ア
クセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することが
できるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれ
かに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。 

一  　 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならな
いものとされている符号

二  　 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アク
セス管理者が定める方法により作成される符号>

三  　 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成
される符号 

 （引用 : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html）
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第二条第四項

この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行
為をいう。 

一  　 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アク
セス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動さ
せ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさ
せる行為（当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び
当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするもの
を除く。） 

二  　 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アク
セス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報（識別符号で
あるものを除く。）又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、そ
の制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為（当該アクセス制御機
能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得
てするものを除く。次号において同じ。） 

三  　 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御
機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を
通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子
計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 

 （引用 : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html） 

堅い言葉で書かれていますがおおよそを簡単に書き直しますと、下記に示す内容を「管
理者もしくは管理者の許可を得た方“以外”が行う」と「不正アクセス」になると言える
でしょう。

 •他人のアカウント情報（認証情報）を用いてシステムにログインすること。
 •認証システムに対して攻撃を行い、その認証を突破すること。（例えばSQLインジェ
クションでWebサイトのログインを通過するなど）
 •ネットワークを通じて他のシステムへの攻撃を実施し、そのシステムを操作可能に
すること。

もちろん上記に上げたことがすべてではなく、実際には法律の文章に従いますが、お
およそとして、上記のような内容が法律違反となるということは覚えておいて損はない
でしょう。
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0.4　法律面

そして、法律に違反した場合についてですが、これは第十一条にて次のように述べら
れています。

第三条

何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 

 （引用 : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html）

第十一条

第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 （引用 : http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html）

もちろん、CTFにルールに準拠した形で参加する場合は先述の第二条第四項における
「当該アクセス管理者の承諾を得てするもの」に該当しますので、法律には問われません
のでご安心ください。

ただし、CTFの感覚で一般のサイトやシステムに攻撃を実行した場合は先述の条項に
触れる可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

0.4.2 法律の考え方

日本の法律の考え方としては「法の形式的な規定に違反すれば違法（形式犯）」となり
ます。もちろん動機に関しては裁判において情状酌量されることはありますが、基本的
には「やったら犯罪」であるということを覚えておいてください。
また法律の考え方は国によって異なります。先ほど上げたのはあくまでも「日本の法

律」になります。海外に設置されているサーバに対して攻撃を実行した場合であれば設
置されている国の法律が適用になるため、日本の法律では問題がなくとも海外では法律
違反となる可能性も十分考えられます。
つまり他のサイトやシステムへの攻撃はCTFだから許されているのであり、それ以外

に対して許可なく行うと法律違反となるということです。

良くある話ですが、企業内や学内のネットワークもしくはシステムに対して攻撃を行
うというのもその管理者から許可を得ていない限りは違法となります。善意で行おうと
する気持ちは分からなくもないですが、基本的にはお止めいただくようお願いします。
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0.4.3 もし脆弱性を見つけたら

一般のウェブサイトを巡回している際に「脆弱性になり得る」ものを見つけたり、使
用しているソフトウェアの脆弱性を見つけたりすることがこれから多々あるかと思いま
す。その場合には IPAに届け出を行う事を検討してください。

届出・相談：IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
https://www.ipa.go.jp/security/outline/todoke-top-j.html

「セキュリティ」という単語の認知度が上がってはいますが、皆が知っているというわ
けではありません。場合によっては「御社のシステムに脆弱性があり、攻撃可能な状態
である」と伝えた際に相手が脅してくることもあるでしょう。開発元が脆弱性の報告窓
口を用意している場合以外は、リスクを避ける意味でも IPAを経由して報告することを
おすすめします。

また報告をした場合は、ソフトウェアの開発元もしくは IPAから修正が完了したとい
う連絡が来るまでは公開を差し控えましょう。
修正前に脆弱性情報を公開すると、その情報が悪用されてしまい二次被害が発生する

恐れがあります。

そして繰り返しになりますが、脆弱性を調査・発見する際にはくれぐれも「不正アク
セス」に該当しないように行ってください。
もし不正アクセスに該当する方法で確証を得たとしても、取り合ってもらえないばか

りか法に問われる危険性もあります。

脆弱性報告は免罪符ではありませんので、脆弱性になり得そうなものを見つけたら検
証をすることなく報告するようにしてください。

何事も法律を遵守しながら楽しみましょう。
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0.5
CTFやってみよう

ここまでお読みになりCTFへの興味が高まりましたでしょうか。もしくはまだ難しそ
うというイメージが残っているかもしれません。
次のChapterから各分野についての説明が始まりますが、いきなりすべての分野の知

識を身につける必要はありません。
自分の好きな分野を見つけて、その分野の問題が解けるようになってから別の分野に

行くということでも問題ないでしょう。
この本の内容を通して、一問でも多くの内容が解けるようになれば幸いです。

Column　ハッカーとホワイトハッカー

最近よく「ホワイトハッカー」という語がテレビなどで飛び交っていますが、この
言葉は日本限定ということをご存じでしょうか。
日本では「ハッカー」が悪い事をする人、それに対して「ホワイトハッカー」は守
る人という構図ですが、  海外では「ハッカー」という言葉には、悪い意味もいい意
味もどちらも含んではいません。

日本国内で話をする際は「ホワイトハッカー」という言葉を使ってもいいと思いま
すが、海外で話をする場合は、守る側は "White Hat" そして攻撃者側は "Attacker" 

と言うと話が通じるかと思います。

Column ハッカーとホワイトハッカー





バイナリ解析

Part 1
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1.1 

ステップ1：バイナリ解析とは

これからバイナリ解析を学んでいくにあたって、本書を手にとった多くの皆さんは、
様々な疑問を持っているのではないかと思います。たとえば、最も簡単なものとしては、
「バイナリとはなにか？」ということがあると思います。ここでは、バイナリを解析する
手法を学ぶ前に、バイナリ解析について皆さんが持っているであろう様々な質問のうち
のいくつかに答えておこうと思います。

1.1.1 バイナリってなに？

本書の読者の方々には、「バイナリ」と聞いて、一体なにを指すものなのか、分からな
い人も少なくないかもしれません。専門用語を調べるのに国語辞典というのも変な話で
すから、ここでは、IT用語辞典を引いてみます。「バイナリ」という言葉は、「2値（の）、
2進数（の）、2進法（の）、2元（の）、などの意味を持つ英単語」（ IT用語辞典 e-Words 「バイナ

リ」より抜粋）であり、広義には、「コンピュータが扱えるよう2進法に則って0と1の羅列
（ビット列）として表現されたデータやそのような表現形式」（ IT用語辞典 e-Words 「バイナリ」 

（http://e-words.jp/w/バイナリ .html） より抜粋）といった意味があります。しかし、ここから先、
本書を読み進めていく中で出てくる「バイナリ」という言葉や、一般に「バイナリ解析」
といったときの「バイナリ」のほとんどは、これよりもさらに限定的な意味を持ちます。
すなわち、これらはより狭義の意味として、「実行可能な形式を持ったデータファイル」
を指します。この実行可能な形式には、例えば、WindowsのPE（一般的にEXEファイル
と呼ばれているものです）や、LinuxのELFなどがあります。より簡単で身近なイメージ
としては、電卓やメールソフトのように、ダブルクリックで実行されるソフトウェアを
想像してみてください。これらも、「バイナリ」に含まれます。そして、CTFでは、この
「バイナリ」を解析する問題が頻繁に出題されるのです。未知のバイナリのファイルが渡
され、それがどのような動作をするものかを様々な手法によって把握する、ということ
を主眼においた問題です。本章では、このバイナリに触れ、解析する技術を学んでいき
ます。そして、それによって、CTFで出題される「バイナリ解析」にあたる分野の問題
を解けるようになることを目指します。
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1.1　ステップ1：バイナリ解析とは

1.1.2 バイナリ解析のイメージ

ここでは、本格的にバイナリ解析について学び始める前に、バイナリを解析するという
のは、どのようなことなのか、そのイメージを捉えてもらいたいと思います。もし、あ
なたが、未知のプログラムを渡されて、その動作を解析するように言われたら、どうす
るでしょうか？多くの人は、まずは実行してみるのではないかと思います。また、その
プログラムのソースコードが存在するならば、それを読んでみようとするかもしれませ
ん。バイナリ解析の手順も、この基本と大きく変わるところはありません。まずは実際
に動作させてみて、大まかにどんな動きをするのかを知ります。そして、さらに詳しく
知りたい部分については、コードを読みます。ただし、2点の違いが存在します。1つめ
は、ただ動作させるのみではなく、様々な技術や手法を生かし、より多くの情報を得よ
うとするということ、2つめは、ソースコードが存在しない場合がほとんどであるため、
ソースコードとは違った形態のコードを読むということです。
先ほど述べたように、バイナリと言っても、その正体は実行ファイルであり、プログラ

ムです。まずは、実行してみることが第一です。その際に、ただ実行するだけでは、標
準入出力以上の情報は得られないため、さらに様々な情報を得るために専用のツールを
用いる、とご理解いただければ良いと思います。また、プログラムの動作を知るために
ソースコードを読むように、バイナリ解析の際にもコードを読みます。ただし、バイナ
リのコードは一度コンパイルされているため、ソースコードではなく、「逆アセンブル」
という処理によって得られた、アセンブリのコードを読むことになります。逆アセンブ
ルとは、機械語のコードを人間が解釈しやすいアセンブリ言語に変換する処理です。ア
センブリを読むと聞くと、難しいと思ってしまう人が少なくないようですが、実際には、
ソースコードを読むのとそれほど大きな違いはありません。ただ、アセンブリの命令列
の読み方に慣れるという新しい学習が必要なため、少し障壁を感じてしまうというだけ
のことです。
とにかく、バイナリ解析は難しいもの、という考えを捨てて、実行しながらプログラ

ムの状態を観測することと、アセンブリを気楽に読むこと、くらいのイメージで、取り
組んでみてください。きっと、新しい世界が見えると思います。
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インターネットに進入したハッカーを
追跡!
本書では寓話的な物語＋解説の形で、インターネットの動
作原理を技術的下地がなくてもわかるように説明していま
す。主人公のアキレスとネットワークに詳しい不思議な蜘
蛛が、ハッカー（クラッカー）であるカピバラを追いかけると
いう物語を通じて、パケットによる通信、プロトコル、さま
ざまなサービス、クラウド、公開鍵といった技術の仕組みを
解説。また、そこに潜む危険性など、セキュリティについて
も取り上げています。

ネットワークをめぐる
アキレスの冒険
インターネットの動作原理と
セキュリティの基礎知識

シーアンドアール研究所
坂本俊之（著者）
価格：2,070 円（PDF・EPUB）

アキレスと蜘蛛のストーリーが、
ネットワーク技術の理解をサポート!

セキュリティのプロなら必読! 
敵の手の内を知るテクニック
情報システムのセキュリティを考えるとき、敵を知らないと
防御できません。昨今は攻撃者視点での安全性評価の
重要性が認知され、自分達のシステムに対してセキュリテ
ィテストを実施する組織が増えています。『サイバーセキュ
リティテスト完全ガイド』は、攻撃者がどのような手口でシ
ステムへの侵入を試みるのか、脆弱性を探すのかという視
点でシステムの見方を紹介。セキュリティテストに直接携
わらない開発者にも有用な一冊です。

サイバーセキュリティテスト
完全ガイド
マイナビ出版
Peter Kim（著者）、
株式会社クイープ（翻訳）、
保要隆明・前田優人・美濃圭佑・
八木橋優（監訳）
400 ページ　価格：3,650 円（PDF）

セキュリティ

自らの技術力
や知識レベルを

磨き上げる日々
の修練にも

役立つ内容

さまざまな攻撃によって自分達のシステムの情報がどこまで暴かれてしまうかを知ろう

物語の出来事
をネットワーク

の

仕組みに当て
はめて

詳細に解説
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AWSを活用するノウハウを
現場のエンジニアが解説 !

クラウド

OpenStackで構築する
プライベートクラウド

クラウド

「ものがたり」と「解説」で
情報セキュリティを知る

セキュリティ

nginxを活用するための
幅広いノウハウを凝縮
ネット
ワーク

本格的な仮想環境を
Hyper-Vで構築 !

ネット
ワーク

Windowsコンテナー技術を
基礎から理解できる

ネット
ワーク

効果的な導入・運用のための
Amazon Web Services 活用入門

開発現場での導入が進む「アマゾン ウェブ サービス
(AWS)」。本書は、AWS の日本ユーザーグループであ
る JAWS-UG のメンバーが多く集まって執筆しました。
まさに現場の導入と運用のノウハウがつまった 1 冊で
す。

マイナビ出版
420 ページ　価格：3,229 円（PDF）

OpenStack
徹底活用テクニックガイド

業界標準のクラウド OS である OpenStack で、
プライベートクラウドを構築する際のポイントを丁
寧に解説。企業や団体といった IT利用者の視点で、
OpenStack がどのようにシステム開発や運用に
役立つのかがわかります。

シーアンドアール研究所
澤橋松王（著者）

264 ページ　価格：3,577 円（PDF・EPUB）

新入社員と学ぶ
オフィスの情報セキュリティ入門

注目を集めている情報セキュリティについて、非 IT
部門一般社員ができることを中心に、わかりやすく
解説。本書は小説と解説のパートにわかれており、
小説を楽しく読みながら、情報セキュリティについ
て学べます。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね・山田達司（著者）

280 ページ　価格：1,750 円（PDF）

nginx 実践ガイド
nginx を使って Web アプリケーションを構築・
運用する際、動作の検証方法や、Webシステムの
中で nginx と直接関係ない部分も解説しました。
ネットワーク全般やネットワークプログラムの動作
に関する知識が得られます。

インプレス
渡辺高志（著者）

280 ページ　価格：3,024 円（PDF）

できるPRO
Windows Server 2016 Hyper-V

Windows Server 2016 Hyper-Vは、クラウドの
実現に不可欠です。本書では仮想化の基礎知識か
ら、Hyper-V での仮想マシンや仮想スイッチの設
定・操作、プライベートクラウドの構築、Azureと
の連携などを解説します。

インプレス
樋口勝一・できるシリーズ編集部（著者）
344 ページ　価格：3,456 円（PDF）

Windowsコンテナー技術入門

Windows コンテナーの基本的な概念とシステム
構築についてハンズオン形式で解説。コマンドや
手順の紹介だけでなく、技術の生まれた背景、チー
ム開発・運用の実際など、現場で役立つ情報も数
多く盛り込みました。

インプレス
真壁徹（著者）

208 ページ　価格：2,700 円（PDF）
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